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 将来の建設分野を担う若手技術者の就業促進、早期

離職防止を図り、建設業が果たす役割や地域貢献性な

どを学んでもらうため、県立米沢工業高校建設環境類１

年生を対象に（一社）山形県建設業協会米沢支部主

催の高校生現場見学会を６月２１日に開催しました。  

 当日は、置賜地域

で行われている土木・

建築関係の工事現

場を見学し、実際の

仕事内容を知ってもら

い、建設業の重要性

も含めて学んでもらい

ました。 

 皆興味を持って説

明に耳を傾け、建設

分 野 の 大 切 さ を 理

解・認識してくれたよう

でした。 
 

○問 建設総務課   

      0238-26-6099 

 
  

 令和元年６月２１日、都市計画道路赤湯停車場線

（南陽市二色根地内）花見橋床版工事現場において

建設現場見学会を開催しました。県立山形工業高等学

校の土木・化学科土

木技術コースの３年生

２０名が橋梁床版工

事を熱心に見学しまし

た。高校３年生ともな

ると予習も十分で、橋

桁や基礎杭などの構

造に関する鋭い質問

や、６月１８日の地

震による工事への影

響といったタイムリーな

質問も出され、今後、

社会に出てからの活

躍を期待させる、熱く

盛り上がった見学会と

なりました。 
 

                                 ○問 道路計画課 0238-27-9105 

 事業報告 高校生建設現場見学会を開催 【米沢工業高校・山形工業高校】   ○問 建設部  

 トピックス 知事が白鷹町を訪問しました               ○問 総務課     0238-26-6006  

山形県立米沢工業高等学校 山形県立山形工業高等学校 

工具や材料を実際に見て触るのも現場

見学の醍醐味 

工事概要説明に真剣に聞き入る生徒達 

＊＊６月５日、「知事のいきいき企業訪問」及び「知事と若者の地域創生ミーティング」が開催されました。＊＊ 

 ㈱ハヤタ製作所を訪問しました。同社は、昭和４４年

の創業で、デジタル時計の生産や、自動車の車載ブザー

（警報装置）の製造を行っており、昨年９月から新本

社工場の新築が進められており、このたび一部稼働した

新社屋を視察しました。 

 視察後、吉村知事は社員の皆さんを激励しました。 ＊＊社員の皆さまと＊＊ 

    新築された白鷹町役場の会議室で、高校生や自営業の方など１１

名が参加し行われました。参加者からは、「各地のイベントや祭りは、ワン

パターン化やバラバラな活動がもったいない」「町のイベントを対外的にもっ

とアピールしてはどうか」「白鷹の景観は県外から人気があり、その歴史的

背景をもっと表に出したい」「町全体で蚕の体験イベントをやってみてはど

うか」といった幅広い意見が出されました。 

 吉村知事は、「都会にないものをＰＲするために、町民一人一人が

営業マンになれば強い。若い人の【思い】が大事であり、皆さんがつなが

り、地域が活性化することを期待したい」と、エールを送りました。 ＊＊参加者の皆さまと＊＊ 

○ 知事のいきいき企業訪問    

○ 知事と若者の地域創生ミーティング 

花見橋床版工事見学状況 

高畠町立図書館建築工事見学状況 



 

 

 

緑に囲まれた綱木川ダムで堤体内部やダム湖を探訪してみませんか？ 
 

 ■ 開催日時 令和元年7月28日(日) 9時～11時30分 

 ■ 場  所 米沢市大字簗沢字糸畔 綱木川ダム管理所 

 ■ 内  容 ダム堤体内部の見学、ダム巡視船の体験搭乗など 

 ■ 参加対象 小学生以上（保護者同伴でご参加ください。） 

 ■ 参加定員 先着20名程度（10組程度）  

 ■ 申込方法 ＦＡＸまたは電話でお申し込みください。 

 ■ 募集期間 令和元年7月1日～19日 

 ■ 注意事項 気象状況等により中止となる場合があります。  

    

                   

 

イベント情報  

「山形日和。」花回廊キャンペーン          ○問 地域産業経済課 観光振興室 0238-26-6098 

 夏になり、置賜地域ではあじさいや紅花が見頃を迎える季節となりました。 

置賜各地には大小さまざまな花の名所があり、皆さんの身近にも意外なスポット 

があるかもしれません。 

  休日は、お友だちを誘って地域の再発見に出かけてみませんか？  
  

   置賜地域の観光情報ポータル 

サイト「おきたまジェーピー」では、 

各地の花や地域のイベント情報 

が随時更新されていますので、 

ぜひチェックしてみてください。 

            

   

主な名所 
 

【紅 花】 白鷹町 十王、滝野、萩野地区 

【あじさい】 笹野観音、堂森善光寺（米沢市） 

【あ や め】 あやめ公園（長井市） 

【バ   ラ】 双松バラ園（南陽市） 

【ハ  ー ブ】 置賜公園ハーブガーデン（川西町） 

【ゆ  り】 どんでん平ゆり園（飯豊町） 

瑞雲院のあじさい(米沢市)  

7月13日スタート！ 

おきたま食の銘店めぐりスタンプラリー    ○問 おきたま食の応援団（事務局：農業振興課） 0238-26-6051 

 綱木川ダム探訪親子体験学習              ○問 河川砂防課 綱木川ダム管理所    0238-39-4070  

 問い合わせ・申し込み先 

 置賜総合支庁建設部河川砂防課綱木川ダム管理所 

  電話 0238-39-4070 FAX 0238-39-4071 

賞品総数は１２４本！ 
 

 

お店をたくさん巡

るほど、豪華賞品が

当たる抽選に応募

できます。 

 
                                
 

 

※写真は賞品

のイメージです 

                          
 

    「おきたま食の応援団」グリーンフラッグ店を利用し、スタンプを集める

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：令和元年７月１３日(土)～１１月４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！  

 ※ 応募締切   令和元年１１月８日（金）当日消印有効 

●詳しくは、参加店舗等に備え付ける専用リーフレット又は、「おきたま食の

応援団」ホームページをご覧ください。 

スタンプを集めて 
 

          おきたまの農と食を応援しよう！  

ダム巡視船の体験搭乗 

http://yamagata-okitama-shoku.net/
http://oki-tama.jp/


 

 

 

熱中症予防には、「水分補給」と 

    「暑さを避ける」ことが大切！ 

 

熱中症は、炎天下ではもちろん、直射日光のあたらない

室内でも発生しています。熱中症救急搬送状況（H30

年）をみると、発生場所は、住居が最も多く40％を超えて

います。 

 症状は、大量の発汗や頭痛、めまい、だるさや吐き気等で

すが、重症になると、意識障害が起こり救急搬送されたり、

死亡する事例も報告されています。高齢者や乳幼児は、特

に注意が必要です。「水分補給」と「暑さを避けること」が予

防のポイントで、以下のような方法があります。自分でできる

予防法を身に付け、暑い夏を乗り切りましょう。 

   

  

  ○問  保健企画課 健康長寿推進担当     0238-22-3004 

  譲渡前講習会のお知らせ 

 
置賜保健所では、保健所から犬・猫を譲り受けたい人

を対象に、講習会を行っています。 

講習会では犬・猫を飼う時に守るべき法律事項、飼う

時の心構え、迷惑にならない飼い方やしつけのポイント、注

意したい病気のことなどをお話します。 

 

  ■ 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） 

 

  ※事前に電話でお申し込みください。 

    

○問 生活衛生課乳肉衛生管理担当  

                              0238-22-3750 

「肝臓週間に合わせたB型肝炎・C型肝炎

検査時間拡大キャンペーン」のお知らせ 
 

     ７月２２日から７月２８日は、

肝臓週間です。 

 置賜保健所では、肝臓週間に合わ

せて、下記の日程で時間を拡大して相

談・検査を実施します。 

 この機会に、検査を受けてみません

か。 
 

○実施日時 ７月22日（月）午前11時～午後４時まで 
 

○場      所 置賜総合支庁 1階 

                 （米沢市金池７－１－５０） 

    ※置賜保健所は、H29.4月から置賜総合支庁内に移転 

       しましたのでご注意ください。 
 

○検査項目 B型肝炎・C型肝炎検査≪血液検査≫ 

        →検査結果は、2週間後以降に来所していただき、 

            お伝えします。 
 

○そ の 他 無料・匿名で受けられます。 

                  事前に電話で予約をお願い致します。 

  

  ○問  生活衛生課 感染症予防担当 0238-22-3002 

ら お 知 せ 

◆ こまめな水分補給 

◆ 気温に合わせた服装の調節 

◆ エアコンの適切な使用 

◆ 外出時の日傘や帽子の着用 

◆ 暑い時は無理をしない 等 

イラスト提供 

  肝炎情報センター 

 

は 

参議院議員通常選挙 の 投票日 

７月２１日（日）  

＊ ＊ ＊  保 健 だ よ り  ＊ ＊ ＊ 

選挙キャッチフレーズ 

～「君の１票！ 日本を動かす！」～ 

 

  

※平成30年度明るい 

 選挙啓発ポスター県審査 

 特選 

 佐藤 煌河さん 

 （山形大学附属中学校 

  １年：当時） 

    の作品をモチーフ 

☞   投票日に投票に行けない方は、７月５日（金） 

から７月20日(土)の午前８時30分から午後８時まで

期日前投票をすることができます。  

 ○問 県選挙管理委員会置賜地方事務局 0238-26-6100 



 

 

     

  

 
編集・発行 

置賜総合支庁 総務企画部 総務課 総務係  

住所：〒992-0012 米沢市金池７丁目１－５０ 

TEL：0238-26-6１00  FAX：0238-24-1402 

＊皆さまのご意見、ご感想をおまちしております＊ 

 

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html

