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 トピックス  東北中央自動車道開通記念プレイベント開催！    ○問 道路計画課 0238-26-6078 

置賜（おきたま）の地名の由来は？ 

 置賜地域は県南部に位置し、宮城、新潟、福島の3県に隣接する3市5町

で構成されています。四方を自然豊かな山々に囲まれた美しい地域です。 

クイズで 

知ろう！ 

就任のあいさつ 

置賜総合支庁長就任にあたり、一

言ごあいさつを申し上げます。 

置賜地域は、歴史、文化、産業、

のバランスがよくとれており、潜在的な

発展力を秘めていると認識しておりま

す。こうした魅力あふれる地域で仕事

ができることは大変光栄であります。私

は、置賜地域での勤務は初めてです

が、地域発展、地域創生のために、関

係者の皆様と一緒になって頑張る所

存です。 

東北中央自動車道の南陽高畠～

山形上山間が４月１３日（土）に

開通することとなりました。山形・宮

城・福島を結ぶ高速環状ネットワーク

が完成することとなります。これらの効

果を最大限に活用し、観光振興、魅

力発信、域内周遊の促進など、置賜

地域の魅力を県内外に積極的にＰ

Ｒしてまいります。 

ものづくり産業や農林業の振興、

人材確保、若者定着・回帰等に産業

振興を図る施策の展開、交流の基盤

となる交通網、インフラ等の整備促進

に向けた施策の展開、安心して健やか

に暮らせる地域づくりに向けた施策の

展開など、住民や市町・団体などの多

様な主体、並びに「置賜定住自立圏  

 

共生ビジョン」に基づく事業・取組み等

と連携・協力しつつ、各種対策を図っ

てまいります。 

置賜総合支庁の横の連携はもちろ

んのこと、管内市町、関係団体及び

地域の皆様と連携を密にし、力をあわ

せて地域の発展、活性化に全力で取

り組んで参りますので、よろしくお願いい

たします。 

置賜総合支庁長 渡辺
わたなべ

 将和
まさかず

 

東北中央自動車道の南陽高畠ＩＣ

～山形上山ＩＣ間（延長２４．４

ｋｍ）が４月１３日（土）午後３時

に開通します。この区間が開通することに

より、山形、福島、宮城３県の高速道

路による周遊が可能となり、観光などに

大きな効果が期待されます。 

 開 通 を 記 念 し て、３ 月 １ ７ 日

（日）にプレイベントが開催されました。 

 当日は晴天に恵まれ、予想を大幅に

上回る１５９０人のお客様が来場しま

した。赤湯温泉暴れ獅子太鼓の迫力あ

る演奏で始まり、南陽市長や副知事な

どの挨拶、県土整備部長と地元の子供

達による記念植樹、記念ウェディング、

食の振る舞い、開通前の高速道路を

歩くウォークラリーやバス見学など、盛り

だくさん内容で、開通に向けて大いに

盛り上がりました。 

 

 

 

 

高速道路に人が溢れました  

記念植樹の様子 



 

                  

 

 事業報告 平成30年度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 

 
 トピックス 置賜創生懇談会を開催しました        ○問 総務課連携支援室 0238-26-6019 

３月７日（木）に、置賜総合支庁本庁舎において、置

賜創生懇談会を開催しました。この懇談会は、置賜地域の

課題解決・地域創生に向けて、地域で活躍している実践者の

方々から現場の実感を伴った意見をお聴きし、施策に反映し

ていくことを目的に、今年度より新たに開催するものです。 

総合支庁長が座長となり、８名の参加者は知事を交え

て、「おきたまの魅力創出・発信や交流促進」をテーマに活発

な意見交換を行いました。関東から置賜に移住した参加者か

らは「置賜にはたくさんの魅力があるが、暮らしている私たちが

満足度を上げていくことが大事」、学生参加者からは「若者に

魅力ある街にするには、若者が発言できる場がもっと必要」な

どの意見がありました。 

知事からは「たくさんの貴重な意見をいただいた。皆さんも

ネットワークを活かして置賜の発展につなげていただきたい」との

言葉がありました。           

 

                  Ⅰ 予算編成の基本的考え方 

  置賜地域の発展方向『伝統・文化が実を結び、人々が支え合い輝く、力強い産業が根を張る魅力ある「置賜」の 

 創造』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 当初予算の概要                      

１ 置賜地域短期アクションプランの推進                   5,263万円 

  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  1,450万円 

   ・地域若者人材確保促進事業 ・置賜園芸産地強化支援事業 ・地域広域観光推進事業 など 

  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       801万円 

    

  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  3,012万円 

   ・置賜道路ネット強化事業 ・フラワー長井線活性化事業 ・食品ロス削減地域モデル事業 など 

 ２ その他（施設維持管理費、報酬職員費など）              3億8,007万円 

予算総額   4億3,270万円  （平成30年度当初比＋1.1%） 

内 
 

 

訳 

 トピックス 平成31年度置賜総合支庁当初予算について             ○問 総務課 0238-26-6006 

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８

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（月）、伝国の杜置賜文化ホールにて開催され

た「追悼式・復興のつどい」には、避難者約40名、来賓・一

般参加者約350名、合計約390名の皆様にご参加いただき

ました。 

追悼式後の「復興のつどい」では、“ショッピングモールの歌

姫”半﨑美子さんの透き通るような歌声のコンサート、抽選

会、米沢の市民ミュージカル劇団「伝国座」の元気いっぱいの

公演などが行われました。フィナーレでは、半﨑美子さんの曲

「明日を拓こう」を客席が一体となって合唱し、復興に向けた

思いを共有するひと時を締めくくりました。 

皆さんと一緒に記念撮影 

式
典
の
様
子 



 

 総合支庁ごとに農林水産業分野で活躍する若者の取組

みを表彰する「置賜地域農林水産業若者賞」の表彰式が

平 成31年2月19日（火）に 置 賜 総 合 支 庁 で 行 わ れ、 

３個人が表彰されました。（受賞者の遠藤さんは欠席のた

め、代理出席となりました。） 

この賞は、農林水産業の振興発展や人材育成に役立て

ることを目的としている総合支庁長表彰です。 

伊藤稲馬さん（米沢市：畜産業）は、米沢牛振興部

会青年部長として若手生産者の生産能力向上に尽力され

たこと、星智也さん（南陽市：稲作・果樹）は、市内若手

農家等で結成した「米部」の副代表として市内中学生への

食育活動を積極的に推進したこと、遠藤孝志さん（長井

市：畑作）は、伝統野菜の「馬のかみしめ」や「花作大

根」、地元特産品の「行者菜」の生産拡大や生産技術の向

上に取り組んでいること、などが評価されました。 

      

 事業報告 置賜地域農林水産業若者賞           ○問 地域産業経済課 0238-26-6041 

事業報告 おきたま地域未来フォーラム          ○問 総務課連携支援室 0238-26-6021 

保健だより 
保健所で行っている各種相談一覧 

        置賜保健所では次のとおり相談等を実施しています。  

        お気軽にご利用ください。 

内 容 日 時 お問い合わせ先 

育児についての相談 随時  

女性の健康相談 

（妊娠・出産・不妊など） 

毎週火曜日 午後1：00～ 

（事前に予約しておいでください。） 

医療費公費負担申請 

（特定疾患・特定不妊治療など） 

随時 

 

こころの健康相談 

随時 

精神科医による相談を、米沢で毎月、長井で 

奇数月予定しています。 

（事前に予約しておいで下さい。） 

地域保健福祉課 

精神保健福祉担当 

０２３８－２２－３０１５ 

エイズ・梅毒・クラミジア 

B型C型肝炎ウィルス相談 

血液検査 

検査・相談：毎週月曜日 

      午前10：00～11：00 

事前予約制（無料、匿名） 

生活衛生課 

感染症予防担当 

０２３８－２２－３００２ 

子ども家庭支援課 

保健支援担当 

０２３８－２２－３２０５ 

受
賞
者
を
囲
ん
で
記
念
撮
影 

地域住民、行政、ＮＰＯ等の多様な主体が集い、「協

働」という視点から、住民主体の地域づくりについて考える

「おきたま地域未来フォーラム」を３月14日に開催しました。 

フォーラム第１部では、（一社）とちぎ市民協働研究会

の廣瀬隆人代表理事から「これからの20年を支える“新しい

協働”による地域づくり」と題して基調講演をいただきまし

た。講演の中では、来場者70名に向けて「地域づくりとは、

地域の課題を解決して幸せになるために行うもの」「協働と

は、地域づくりの責任と喜びを分かち合うことであり、住民

自治に向かう大事なプロセス」という熱のこもったお話があり

ました。 

第２部では、「若者」と「女性、高齢者」の二つの分科

会に分かれ、それぞれの特性を活かした「協働の地域づく

り」について会場全体で議論を深めました。 



 

 

 知って得する情報 

    犬の飼い方について 
 

飼い犬は、あなたの大切な家族です。正しい飼い方をして

事故やトラブルを防ぐことが飼い主の責任です。 
  

 ○犬を飼ったら、必ず市町に登録をしましょう。 

 ○毎年、狂犬病予防注射を受けましょう。 

 ○鑑札と注射済票は、首輪に着けましょう。 

 ○散歩するときは、必ずリードを付け、糞尿の始末をしてく 

  ださい。放し飼いは、県条例違反です。 

 ○鳴き声などで、近所の迷惑にならな 

  いように注意しましょう。 
  

★最期まで責任を持って 

        飼いましょう。 
○問 生活衛生課 0238-22-3750 

    狂犬病予防注射がはじまります 
  

 狂犬病はほとんどの哺乳類が感染し、発症したら

100％死亡する恐ろしい病気です。毎年、世界中で5万

人以上の人が亡くなっています。 
 

狂犬病予防法では、人の感染を予防する目的で、犬

に狂犬病予防注射をすることを義務付けています。 

飼い犬を登録し、毎年、狂犬病予防注射を受けさせ

ることは飼い主の社会に対する大事な義務です。狂犬

病の集合注射は４月から各地区で始まりますので、必

ず受けてください。集合注射に参加できない場合は、動

物病院でも狂犬病予防注射は受けられます。 

イベント情報  

 ■ 源流の森オープニングイベントを開催します 

 ゴールデンウィーク明けの５月12日（日）、「源流の森オープニングイベント」を開催します。木のぼりツリーイング、緑の

プレゼント、森の恵み抽選会、森の屋台コーナー、クラフトや陶芸、冒険など様々な楽しいイベントをご用意しておりますの

で、是非ご家族連れでお越しください。また、同日は近隣の白川ダム湖畔において、「全国白川ダム湖畔マラソン大会」や

「白川湖体験巡視（巡視船による湖畔散策）」も開催されます。 

新緑の源流の森を一日満喫しませんか。 

○問 森林整備課森づくり推進室 0238-35-9053 

オープンウィークのお知らせ 

源流の森は、今年は４月27日（土）からオープンを予定

しています。（開園時間：午前９時～午後４時30分） 

オープン初日から５月６日（月）まではオープンウィークとし

て利用料の割引などの特典があります。 

    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て 

置賜自慢の花めぐりをお楽しみください。 

 ４月１日(月)から７月15日(月・海の日)まで、春の観光キャンペーン 

「山形日和。花回廊キャンペーン」を開催します。 

 置賜地域では、「置賜さくら回廊」や松が岬公園などの桜の名所に始まり、

石楠花、ぼたん、つつじ、バラ、あやめ、ゆり、ハーブ、紅花などの花が彩り豊かに咲き誇ります。 

各地で咲く花々の風景に加えて、地域ならではの、おいしい食べ物、特色ある温泉、歴史な

ど、たくさんの魅力とともに、あたたかいおもてなしで皆様をお迎えしています。また、ホームページで

は、桜の開花情報や地域のイベント情報を随時更新しています。 

○問 山形おきたま観光協議会（観光振興室内）0238-26-6046 

 やまがた花回廊 検索 

■『山形日和。花回廊キャンペーン』花いっぱいの、やまがたへ。 

http://yamagata-hanakairou.jp/


 

  
せ お 知 ら 

自動車税の納期内納税について  

 

自動車税の納期限は、５月３１日（金）です。

忘れずに、納期限までに納めましょう。  
 

お手元に納税通知書が届きましたら（５月上旬）、お

近くの金融機関、各総合支庁税務担当課、コンビニエン

ストアで納付できるほか、期限内であればインターネットを

使ったクレジットカードによる納付を

行うこともできます。  

 なお、５月中旬を過ぎても転居

等により納税通知書が届かない方

は担当課までに御連絡ください。  

 また、口座振替は納期限の日に

預金口座から振替納税され、手間

がかからず便利です。（金融機関で、２月までに申し込

みいただくと、来年度から口座振替になります。 ） 

○問 県選挙管理委員会置賜地方事務局 0238-26-6100  

  

世界禁煙デーです  

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、シミなど美容にも影響します。 

また、周囲のたばこの煙を吸わされ

る「受動喫煙」でも、肺がんや心臓

病、妊婦の流産・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

では禁煙の治療・相談も行っており、より効果的に楽に禁

煙を達成できます。 

また県では、改正健康増進法の施行を受け、昨年12

月に「受動喫煙防止条例」を公布し、受動喫煙のない地

域社会の実現を目指し取り組んでいます。 

受動喫煙を取り巻く各種データ 

 

 

犬ねこの譲渡前講習会のご案内 

この講習会は、置賜保健所が引取り等した犬やねこを

新しい飼い主に譲渡する前に、必ず受けていただくもので

す。犬やねこの譲渡は、この講習を受けた順番になります

ので、これから飼いたいと考えている方は、早目の受講をお

勧めします。 

希望者の方は、事前に電話でお申し込みください。 
 

■日時：毎月第３木曜日 

   午後２時００分～（約１時間） 

■場所：置賜保健所分庁舎 

   （米沢市金池三丁目１-２６） 

 

 

 
 

  

● 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 

       ３月３０日 ～ ４月 ６日 
 

  ■ 市の選挙 

       ４月１５日 ～ ４月２０日 
 

  ■ 町村の選挙 

       ４月１７日 ～ ４月２０日 

 おきたま犬猫 検索 

○問 税務課 0238-26-6014 

○問 保健企画課 企画健康担当 0238-22-3004 

 山形県たばこ対策 検索 

○問 生活衛生課 0238-22-3750 

  

 ● 山形県議会議員選挙 投票日 

    ４月 ７日（日）（第１日曜日） 

 ● 市 町 村 の 選挙 投票日 

    ４月２１日（日）（第３日曜日） 

  

    

           大切な投票 
 

         忘れずに行きましょう！ 

国民の８割以上は 

非喫煙者 

年間15,000人が、 

受動喫煙を受けなければ、 

これらの疾患で死亡せずに済んだと推計。 

飲食店 遊技場    職場 

 42％  37％  30％ 
非喫煙者が受動喫煙に遭遇した場所 

（平成29年国民健康・栄養調査） 

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


 
 

 

 

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。 

  

 「置賜（おきたま）」という地名は、アイヌの言葉「u－ki－tomam」

（ウキタム：「広いー葦のはえているー谷地」の意味）に由来するといわれ

ます。文献初出の「日本書紀」には「陸奥国優嗜曇郡」と記されており、

ウキタムあるいはウキタミと読まれたようです。「延喜式」や「続日本紀」では

「置賜」の表記となり、古代・中世にはオイタミ、オイタムなど様々な読み

方がありました。明治以降、オキタマの呼称が行政地名に用いられ、定着

しています。置賜は最上川の上流域で、豊富な水源となる山に囲まれた

盆地です。かつては青々とした葦原が広がっていたのかもしれませんね。 

                       （総務課）

 置賜文化フォーラム事業  

平成31年度 地域文化振興支援事業 のご案内 

クイズで知ろう！の答え 

お 知 ら せ 

 「市町の枠を超えたイベントをしたい！」、「次世代の文化

を担う人材を育成したい！」、「置賜地域の文化資源を活

用したい！」と思ったら、置賜文化フォーラムの「地域文化振

興支援事業」を活用してみませんか？ 
 

●支援内容 

 置賜文化フォーラムが補助金を交付します。 

●「テーマ型事業」は補助金を優遇します 

 ・福島県、宮城県、新潟県または山形県内の他の地域 

 の団体との文化的交流を図る事業 

 ・地域の伝統的な文化芸術の保存・継承・活用を目的 

 に、次世代の文化を担う人材の育成等を図る事業 

●申請期限  平成31年4月10日（水） 

●お問合せ・連絡先 

 置賜文化フォーラム事務局（総務課連携支援室内） 

 住所：〒992-0012 米沢市金池7-1-50 

 電話：0238-26-6021  

 FAX ：0238-26-6022 
 

●実施要綱等ダウンロードＵＲＬ 

       http://okibun.jp/      
 

○問 総務課連携支援室  0238‐26‐6021  

里の名水・やまがた百選 

４月２日は世界自閉症啓発デーです  

 毎 年4月2日 は、平 成19年 に

国連が定めた世界自閉症啓発

デーです。厚生労働省では、この

日から8日までを「発達障害啓発

週間」と位置づけ、自閉症をはじ

め発達障害についての正しい理解

の啓発に取り組む活動を行ってい

ます。 

 自閉症の方は、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。周囲の人々がこ

れらの特性を理解し、「よい点」を見つけるようにすると、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ります。皆さんもこの機会に考えて

みませんか？ 

古代の大湖水の名残といわれる

白竜湖（南陽市） 

 地域の人々に育まれてきた優れた湧水「里の名水・やまがた百選」。 

置賜地域では、慶次清水（米沢市）、滝の清水（同）、澄心の泉

（同）、三階滝（長井市）、若返りの水（南陽市）、知恵の水

（同）、岩清水（高畠町）、ブナしずく（小国町）の８か所（県内 

44か所）が選定されています。今年も５月に募集を行う予定です。 

  

里の名水・やまがた百選 検索 

○問 環境課 0238－26－6035 

○問 子ども家庭支援課保健支援担当  0238‐22‐3205  

たくさんのご応募を 
 

  お待ちしています。 

詳しくは、ホームページをご覧ください。 

岩清水（高畠町） 

家庭でできる工夫の例 

・短い言葉で具体的に伝える。 

（例：そこに片付けてね ⇒ 青い箱に入れてね） 

・言葉だけでなく写真や絵等で示しながら伝えるなど… 

 うまくいく方法を探してみましょう。 

http://yamagata-hanakairou.jp/

