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トピックス 山形県県土づくり感謝状の贈呈式が行われました！ ○問 建設総務課 0238-26-6099

山形県では、安全で快適な生活空

間を保持するため、公共土木施設等の

利用環境の改善、安全の向上に関し

著しい功績のあった団体及び個人へ、

感謝状を贈呈しています。今年度は、

道路美化活動部門など５部門におい

て６３の団体・個人が表彰され、１１

月２０日に山形県庁２階講堂で贈

呈式が行われました。 

置賜地域からは次の１３の団体・

個人が表彰され、受賞者を代表して、

玉庭地区交流センター四方山館館長

の吉村徹さん（川西町玉庭）が謝辞を

述べました。 

置賜保健所では、引き取りや迷子、捨て猫などで保護・収容した犬や猫の新しい飼い主を探して譲渡しています。 

 これまで、たくさんの方に「新しい飼い主」になっていただきましたが、捨て猫や迷子、引き取り相談は後を絶たず、常に新しい

飼い主を募集している状況です。特に、大人の猫の飼い主を探しています。大人の猫はある程度性格が落ち着いている子が

多いので、子猫よりも飼いやすい場合があります。猫を飼いたい方はぜひご検討ください。 

ただし、保健所から犬や猫を譲渡する場合、譲渡前講習会

の受講が必要です。講習では、最期まで飼えるかどうかの確認

をしています。 

 犬や猫を飼いたい方、興味のある方はお気軽にお問い合わ

せください。また、お知り合いにもご紹介をお願いします。 

【講習会のご案内】 

日時：毎月第3木曜日 午後２時～（約1時間） 

場所：置賜保健所 分庁舎（米沢市金池三丁目1-26）  

ワンちゃん ネコちゃんの 新しい飼い主募集中です!

 ○問 生活衛生課 0238-22-3750 

  事業報告 平成３０年度第２回置賜地域議員協議会を開催 ○問 総務課 0238-26-6006

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、平成３０

年度第２回置賜地域議員協議会が、

管内から選出された８名の県議会議

員の出席のもと、１１月１６日、置賜

総合支庁西置賜地域振興局において

開催されました。 

審議に先立ち、清野総合支庁長か

ら、経済動向と雇用情勢、農作物の作

柄概況、今夏の高温少雨に伴う農業

への対策状況、交流・関係人口の拡

大と若者定着に向けた取組み、高速

道路及び主要道路の整備状況、吉野

川等災害復旧事業の進捗状況につい

て説明しました。また、迎田教育事務所

長から、全国学力・学習状況調査結

果の概況と対応、いじめ認知件数・不

登校児童生徒数の推移と取組みにつ

いて説明しました。 

質疑では、農作物の鳥獣被害状況

と対策、東北中央自動車道福島～米

沢間における安全対策の見通し及び

四車線化・追い越し車線の必要性、

「最上川官民連携プラットフォーム」によ

る河川管理の取組み、森林環境譲与

税（仮称）の導入に係る対応、地元定

着に向けた産業教育の充実、県境トン

ネルの整備を含む鉄道の機能強化に

向けた運動展開など、県政全般につい

て活発な議論が交わされました。

やまがた冬のあった回廊キャンペーン（全域）置賜地域と上山市では、冬の観光キャン

ペーンを実施中です。米沢牛・日本酒・ワインといった美食・美酒や、温泉・雪まつりなど、

地域の魅力を楽しむ特別な体験をしてみませんか。 (地域産業経済課観光振興室） 

※事前に電話でお申し込みください。参加は無料です。 

置
賜
地
域
議
員 

協
議
会
の
状
況 



 

 

 事業報告 「おきラボ」置賜の農体験ツアーを開催！     ○問 総務課連携支援室 0238-26-6021 

おきたま元気創造ラボ（おきラボ）

の置賜ファン増・アピール事業班が企画

した置賜の農体験ツアー“YAMAGATA 

OKITAMA REAL FOOD TRAVEL”が

１０月２０日～２１日に１泊２日

の行程で開催されました。 

置賜地域の各地を巡る今回の農体

験ツアーは、置賜の農や食、そして文化

といった地域の魅力をアピールし、置賜

のファンを増やすことを目的に開催しまし

た。ツアー当日は首都圏から参加者を

お迎えし、おきラボメンバーの案内のも

と、果樹や野菜の収穫体験、手づくり

芋煮のふるまい等、“置賜”を存分に楽

しんでいただきました。 

ツアーの参加者からは「農業・文化の

価値観が変わった。」「違う季節に来て

その季節の野菜や果物を味わってみた

い！」といった感想をいただきました。お

きラボメンバーからも「半年かけて準備し

てきて大変だったが、やりきれて良かっ

た！」といった充実感一杯の感想があり

ました。  

  長井税務署主催の西置賜地区

「税に関する表彰式」が11月15日、タ

スパークホテルで開催され、多年にわた

り申告納税制度の普及発展に多大な

功績があった方、租税教育を推進し納

税意識の高揚に尽力された方、税の作

文等において優秀な成績を納めた方が

表彰されました。 

なお、中学・高校生の税に関する作

文について、「山形県置賜総合支庁長

賞」として、安部聡恵さん（長井南中

学校）、淀野駿斗さん（長井高等学

校）の２編が選出され、当日表彰状

が授与されました。 

事業報告 「税に関する作文の表彰」を実施        ○問 税務課西置賜税務室 0238-88-8209 

置賜総合支庁建設部では、子ども

の頃から建設分野に興味を持ってもら

えるよう、日本技術士会山形県支部と

の共催による出前授業「土木のふしぎ

教えます」を昨年度から実施しておりま

す。 

１０月５日に行われた南陽市立宮

内小学校６年生５６名を対象とした

出前授業では、自作の模型を用い地

すべりが起きる仕組みを参加した児童

が実験したり、実際に起こった災害の映

像や体験談を聞き、災害から命を守る

ための行動についても考え・学びました。 

 

 

 

 

 

 

また、災害現場などで情報収集に

多く利用されているドローンについて学

び、シミュレーター操作も体験しました。 

 

 

 

 

 

 

参加した児童からは、「大人になって

も今日勉強したことは忘れない」との感

想もあり、建設分野の役割や災害は

身近に起こるものということを理解してい

ただきました。 

事業報告 建設分野に関する小学生への出前授業について   ○問 建設総務課 0238-26-6099 

              「おきたま元気創造ラボ」のフェイスブック  

URL：https://www.facebook.com/okitamalabo/  

 

例年、この季節は風邪やインフルエン

ザなど体調を崩す方が多く、全国的に

献血への御協力者も少なくなります

が、血液は医療技術が進歩した現在

でも、人工的に造ることができず、さらに

長期保存もできません。 

県内の皆様から御協力いただいた

血液は、宮城県の日本赤十字社東

北ブロック血液センターで輸血用血液

製剤となり、その多くはがん治療などで

使用されています。 

県内などで血液を必要としている方

のために、より多くの皆様の温かい御協

力をお待ちしております。         

               

○問 保健企画課 0238-22-3872  
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※置賜地区の献血日程は置賜保健所  

ホームページで毎月更新しています。 

置賜保健所 献血 検索 
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LOVE in Action 検索 

               

※日本赤十字社の献血推進活動等は 

こちらから。 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/okitama/325023/iyakuji/kenketsu.html
https://ken-love.jp/


 

 

 

○問 地域保健福祉課 0238-26-6028 

 ちっちゃな町工場の編み物班です。 

かぎ針などでストラップやポーチ

等、いろいろな小物類を作っていま

す。（秋冬は、帽子、マフラー等も

編みます。） 

 シンプルな編地ですが、手作りのぬ

くもりが感じられるほっとできる製

品ばかりです。 

 是非お手に取ってご覧ください。 

ちっちゃな町工場（就労継続支援B型事業所） 

第８回 

シリーズ 

 
 

置賜総合支庁本庁舎・西置賜地

域振興局売店の障がい福祉事業所

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、日ごろ御

愛顧いただきありがとうございます。 

お陰さまで「愛べ」開設から１２周

年を迎え、今年も恒例の記念バザーを

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。パンやお菓子のほかに、クリスマ

ス商品など季節商品も取り揃えてお

待ちしています。皆さんお誘いあわせの

上、是非おいでください。 

 ストラップＢ 

¥200 

 ポーチ各種 

¥300～ 

＜日時及び場所＞ 

１2月６日（木）11:30～13:30 

置賜総合支庁本庁舎１階ロビー 

１２月７日（金）11:30～13:30 

置賜総合支庁西置賜地域振興局１階ロビー 

＜主な販売品目＞ 

パン、菓子、漬物、手工芸品（陶器、

バッグなど）、寄せ植え、野菜、クリスマ

ス関連商品（リース、ストラップなど）、

冬の季節商品（毛糸アクセサリー、帽子な

ど）等  

「ふれあいショップ『愛べ』」１２周年記念バザー開催のお知らせ 

 

 

 

 フラワー長井線の開業30周年を記念し、「駅文 ～拝啓、フラワー長

井線さま あなたのことが大好きです。～ 」と題して、フラワー長井線へ

の想いを手紙形式で募集するイベントを実施しておりますので、ぜひご

応募ください！  

●応募方法 ①車内または主要駅（赤湯、宮内、長井、荒砥） 

                          でポストカードをもらう 

      ②カードの枠にメッセージやエピソード等を記入 

                            ③メッセージ枠の部分を切り離し、「駅文」ポスト(車内 

                                                                                                  や主要駅に設置)に投函、または山形鉄道（株） 

                                                                                                  あてに郵送 

                    ●応募期間 平成30年12月31日（月）まで 

                     （投函された手紙は平成31年2月末まで長井駅構内に展示） 

       
問合せ 総務課連携支援室 0238-26-6021  

募集案内   

●プレゼント 

  山形県では、障がいを理由とする差別の解消を推進するこ
とを目的として、平成２９年度より、１２月を「山形県障が

い者差別解消強化月間」に設定しました。 

 障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため
には、県民一人ひとりが障がいや障がいのある人について知る

こと、理解を促進することが大事であり、県民一人ひとりに興
味・関心をもっていただくことが重要です。 

 １２月は置賜総合支庁本庁舎・西置賜地域振興局での
「ふれあいショップ愛べバザー」のほか、様々な関連イベントが開

催されますので、この機会に障がいに関する理解を深めましょ
う。 

関連イベント情報：山形県ホームページの 

       「障がい者差別解消 関連事業」で検索 

12月は山形県障がい者差別解消強化月間です  

○問 地域保健福祉課 0238-26-6028  

  まだ食べられるのに捨てられてしまう食品、いわゆる食品ロス
は年間６４６万トン発生しています。この量を１人１日当た

りにするとお茶碗約１杯分（約１３９グラム）に相当します
（平成２７年度農林水産省推計）。特に宴会では食べ残

しが多く発生しています。 

 そこで、忘年会や新

年 会 が 増 え る １ ２
月・１月に宴会時の

食べ残し削減に向け
たキャンペーンを実施し

ています。「おいしく残
さ ず 食 べ き ろ う！」を
合言葉に宴会では右

の「宴会５箇条」を実
践してみましょう。  

外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン実施中！ 

○問 環境課 0238-26-6034  
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皆様のご意見、ご感想を 

お待ちしております。 

    平成30年度「里の名水・やまがた百選」

に、置賜地域から新たに「澄心（ちょうしん）

の泉」（米沢市赤崩）、「若返りの水」（南陽市小滝）、「知恵の水」

（同）、「岩清水」（高畠町二井宿）の４か所が選定され、置賜地域は

８か所（県内44か所）となりました。里の名水は来年度以降も選定予定

です。湧水の情報があれば、環境課まで、ぜひお寄せください。 （環境課） 

 

     詳しくは・・・

 

 冬は、暖房器具等の使用によりエネルギー消費量が多くな

る季節です。地球温暖化の原因となる温室効果ガス排出量
の削減のため、生活に無理のない範囲で、普段のちょっとした

ことから省エネに取り組みましょう。 

・お風呂は間隔をあけずに入る。 

・使用していない照明はこまめに消す。 

・カーテンは厚手のものにする。 

・電気こたつや電気カーペットの設定温度を低め 

 （強→中）にする。 

ノロウイルスによる食中毒は、特に冬季に多発しています。 
主な症状は、嘔吐、下痢、発熱などですが、感染しても無

症状の場合もあります。 
ノロウイルス食中毒の発生経路は、汚染されたカキ等の生

食のほか、感染者の調理による二次汚染や、汚染個所に触
れた手での食事などがあります。 

ノロウイルスにはアルコール殺菌の効果が低いため、ハンドソー
プで２回の手洗いを行い、ウイルスを洗い流して予防します。

手洗いは、トイレの後、調理前、喫食前には必ず行いましょう。 
＜ノロウイルス食中毒予防の４原則＞ 
１ 持ち込まない 
  (症状がある人は、食品を直接取扱う作業をしない。) 

２ 拡げない 
  (嘔吐物の適正な処理。ドアノブなどの消毒。) 

３ やっつける 

  (食品は85℃以上で90秒間加熱。器具は塩素で消毒。) 

４ 付けない 

  （調理前の手洗い。使い捨て手袋の使用。） 

ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう！ 

○問 保健企画課 0238-22-3004  

「冬の省エネ県民運動」実施中（12月～３月） 

○問 環境課 0238-26-6033  

澄心の泉  
里の名水・やまがた百選 検索 

 

 
安全で快適な冬期間の道路交通の確保のため、除雪に

ついてご協力をお願いします。            

１  車道除雪後のご自宅の出入口の雪の除去について、ご 
理解とご協力をお願いします。             

２  道路通行の障害になりますので、車道や歩道にご自宅の 
雪を出さないようお願いします。また、歩行者の安全と事故 

防止のため、流雪溝の投雪作業後の確実な蓋閉めと、屋 
根雪の適切な管理をお願いします。           

３  樹木からの落雪や倒木による事故の原因となりますので、 
道路際に樹木を所有されている方は、伐採や枝払いなど 

の適切な樹木管理をお願いします 。          

油の流出事故を防止しましょう 

 油断大敵！冬は油流出事故が多発します。その多くは

「うっかりミス」によるもの。 

 流出した油は土壌や河川へ流れ込み、環境汚染・生態系

破壊を引き起こします。 

 また、油の拡散防止に必要となった経費は、原因者が負

担しなければなりません。 

 油の流出事故を防ぐために 

       ○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、 

       常に点検を行う！ 

 油流出事故が発生・発見した場合は、消防署、警察署、
市町、総合支庁にご連絡ください。 

 早期の対応が、被害の拡大を防ぎます！ 

○問 環境課0238-26-6035・建設総務課0238-26-6008    

  置賜保健所では、毎週月曜日にエイズ（HIV）、梅毒等

性感染症の検査を行っておりますが、平成30年12月より事前
予約制とさせていただきますので、事前に下記予約先にご予約

をお願い致します。 

≪検査の流れ≫ 

①予約 

 
 

②受付・検査 

 

 

③結果説明 

 
 

※①～③は、全て無料・匿名です。 

「置賜保健所 エイズ検査事前予約制」のお知らせ 

○問 生活衛生課 0238-22-3002  

ⒸYOC  

冬に増加する「入浴事故」に注意！ 

冬は入浴中の事故が多く発生します。それは、急激な温
度変化で血圧や脈拍が急変する「ヒートショック」が起こるた

めです。ヒートショックは、心筋梗塞や脳卒中、意識障害を引
き起こし、死に至ることもあります。特に高齢の方は注意が必

要です。安全に入浴するため、以下の点に気をつけましょう！ 
 

・脱衣所や浴室を暖める               
・かけ湯をする                   

・湯温は41度以下、                                    
  お湯につかる時間は10分まで             

・浴槽からゆっくり出る                
・入浴前後に水分補給               

・体調不良時、飲酒・食事後、            
  睡眠薬などの服用後、早朝・深夜は入浴しない      
・入浴前に家族に声をかける 

道路除雪へのご協力のお願い 

0238-22-3002へ電話し予約を取ってください。 
（受付時間平日8:30～17:15まで） 

置賜総合支庁(米沢市金池7-1-50)の1階で受付を行い、
血液検査を受けていただきます。 
【検査時間】毎週月曜午前10時～11時（祝日除く） 

再来庁していただき、対面でご本人に結果説明。文書等で
結果を通知することはできませんので、ご理解ください。 

○問 生活衛生課  0238-22-3740 

○お問い合わせ、危険箇所の通報先  

道路計画課 0238-26-6080  
西置賜道路計画課 0238-88-8229 

https://www.pref.yamagata.jp/sangyo/kanko/joho/7050014meisui.html

