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おきたま 

 「和牛」とは４品種とそれらの交雑種（かけあわせ）のことを指します。一度

は耳にしたことのある「黒毛和種」も和牛の４品種のうちの１品種です。 

さて、ほかの和牛３品種とは何でしょうか？  

クイズで 

知ろう！ 

２ 

決定！おきたま元気創造ラボ 

 「OKITAMAベストロケーションフォトコン」入賞作品 

○問  総務課 連携支援室  

 ☎ 0238-26-6021 

２０２０

おきたま元気創造ラボメンバーによるフォトコンテストを

実施した結果、199件の応募作品の中から、東南置

賜賞1点・西置賜賞2点・入選10点を選定しました。

投稿いただいた皆様、ありがとうございました。 

今後は、県内各地で写真展を開催する予定です。 

お楽しみに！ 

 

 「おきたま元気創造ラボ」のフェイスブック   

 https://ja-jp.facebook.com/okitamalabo/ 

〇西置賜賞 「紅葉とエメラルドグリーンに輝く 玉川渓谷（小国町）」 kuuto1469さん 

玉川渓谷、エメラルドグリーン色の川の色。初めて見た時の感動は忘れません。                  

〇東南置賜賞 「フラワー長井線（南陽市梨郷）」 fumi_obaさん  

                   寒風の下走る姿は雪の中に咲いた桜のよう。   

〇西置賜賞 「あやめ公園の神秘？の泉（長井市）」 yuzutama8さん 

フラワー長井線あやめ公園駅から歩いて５分。あやめ公園の神秘？の泉です。  

期待の良食味山形県産種雄牛 

       

◆入選作品より抜粋 

高戸屋山からの景色（川西町） 

noricco1965さん 

瓜割石庭公園（高畠町） 

yuto_09_05さん 

icho café（南陽市） 

hitomi3koさん 

https://ja-jp.facebook.com/okitamalabo/


 

食品ロス フードドライブ事業 ‘’総合支庁で初の試み‘’ 

                                             ○問  保健企画課 企画調整担当 0238-26-6026 

事 業 報 告  

置賜のこどもたちが熱演！～置賜こども芸術祭２０１９舞台芸術部門～   

                   ○問 置賜文化フォーラム（総務課連携支援室）0238-26-6021 

◆実  施  場  所  

◆集まった食品など 

 また、今回初の試みとして、飯豊町の出

演者お二人がMCを務め、はきはきと元気な

進行でステージを盛り上げてくれました。 

 フィナーレでも初めてのチャレンジとして、出

演者全員による歌とダンスで交流を深め、会

場からの惜しみない盛大な拍手とともに幕を

閉じました！ 

◆「飯豊町少年少女合唱団ミルキーウェイ」の発表 

◆フィナーレでの出演者全員による歌とダンス  

 置賜文化フォーラムでは11月30日（土）、飯豊町「あ～す」に

おいて「置賜こども芸術祭2019舞台芸術部門」を開催しました。 

 置賜３市５町から８団体の出演により、「太鼓演奏」「合唱」

「ミュージカル」「狂言」「獅子踊り」「キッズダンス」といった多彩な演

目が上演されました。子どもたちひとりひとりの個性が輝く素晴らし

いステージ発表となり、ご来場いただいた多くのお客様から大きな

拍手が送られました。 

食品の製造工程で発生する規格外品などを引き取り、福祉

施設等へ無料で提供する「フードバンク」と呼ばれる団体・活動

があります。また、フードバンクや、地域の福祉団体などに、家庭

で余っている食べ物を学校や職場などに持ち寄り、寄付する活

動を「フードドライブ」といいます。 

 

置賜総合支庁では、こうした活動を広く紹介することにより食

品ロスの削減につなげる「食品ロス削減地域モデル事業」を実

施しており、その一環として12月17日（火）に置賜総合支庁

本庁舎と西置賜地域振興局で置賜管内に勤務する県職員が

「フードドライブ」を行いました。 

 

 当日は両庁舎に食品を回収するためのボックスを設置したと

こ ろ、両 庁 舎 合 わ せ て 米 ６kg、食 品57.9kg、生 活 用 品

17.2kg、合計81.1kgを集めることができました。集めた食品等

は山形市を拠点としているフードバンク「やまがた福わたし（フード

バンク山形中央）」にお届けしました。 



                                  

 
山形おきたま伝統野菜を使用した加工食品のトライアル販売を 

『道の駅米沢』で実施します！ 

知って得する情報   

冬の省エネ県民運動「冬の省エネ・節電にチャレンジ」       ○問 環境課 0238-26-6033 

11月から２月まで「冬の省エネ県民運動」を実施しています。家庭での省

エネ・節電の取組みを報告すると、抽選で素敵な賞品が当たります。 

 パンフレットは、各総合支庁ロビーに設置しているほか、山形県地球温暖

化防止活動推進センター（ＮＰＯ法人環境ネットやまがた）のホームページ 

「家庭のアクション」からダウンロードできます。 

 冬季は暖房器具の使用などにより、エネルギー消費量が増える時季です。毎日の生活の中で、例えば、暖房

時の室温は20℃を目安にする、暖房の利用時間を１時間減らす、シャワーの使用時間を１分間短縮するなど、

家庭でできることから節電を始めてみませんか。 

なお、暖房等の室温管理での節電を行うときは、健康に配慮し、無理のない範囲での取組みをお願いします。 

 

 

 
 

 

 

保健だより アニサキスによる食中毒に注意！ 

サバに寄生したアニサキス 

■ 生活衛生課 食品衛生担当 電話0238-22-3740 

アニサキスによる食中毒が最近急増しており、平成30年は全国で468

件発生しました。アニサキスは魚の寄生虫（線虫）で、長さ２～３㎝、

白色で糸状です。サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどに寄生

します。寄生している魚介類を生食すると、数～十数時間後に胃や腸壁

に刺入し、みぞおちや下腹部の激しい痛み、嘔吐などを引き起こします。 

 【予防対策】 

 １ 冷凍する。（－20℃で24時間以上冷凍すると死滅） 

 ２ 新鮮な魚を選び、速やかに内臓を取り除く。内臓を生で食べない。   

 ３ 目視で確認して、アニサキスを除去する。 

 ４ 加熱する。（60℃では１分、又は70℃以上） 

 ※ 「酢じめ」等の調理やワサビなどの調味料では死滅しません。 

クレジット：ⒸYOC 

イベント情報 

 ２月７日（金）から13日（木）まで、道の駅米沢の農産物直売所で「うこぎ」を使ったハーブティーや「馬のかみ

しめ」の炒り豆、「宇津沢かぼちゃ」のスープ、「紅大豆」がごろっと入ったカレーなど、販売開始からまもない10商品を期

間限定で販売します。伝統野菜の魅力が詰まった商品が出品されますので、この機会にぜひお買い求めください！ 

 

■主  催：置賜農業振興協議会 

■販売期間：2月7日（金）～13日（木）午前9時～午後6時 

■販売場所：道の駅米沢 農産物直売所 
   

★2月9日（日）に、出品者による試食提供（無料）を行います。 

【試食提供】 2月9日（日）正午～ ※試食がなくなり次第終了 

     会場：道の駅米沢 無料休憩所（道路情報コーナー向かい） 

■ 農業振興課 生産流通担当 電話0238-26-6051 

https://www.eny.jp/syo_ene2019/
https://eny.jp/syo_ene2019/


 

 
 

 答え：「黒毛和種」、「褐

あ か

毛

げ

和種」、「日本短角

た ん か く

種」、「無角

む か く

和種」 

ちなみに、「米沢牛」は生後32ヶ月以上の「黒毛和種」の未経産雌牛と定められています。（その他諸条件あり。）   

置賜文化フォーラム事業 

置賜こども芸術祭 演劇部門 「プラザ子ども演劇祭」 

クイズで知ろう！の答え 

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。

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。 

“共に生きる”講演会を開催します 

■総務課 連携支援室 電話 0238-26-6021  

  ■生活衛生課 乳肉衛生管理担当 電話 0238-22-3750 

■総務課 防災安全室 電話 0238-26-6007 

■地域保健福祉課  電話 0238-22-3015 

東日本大震災復興祈念事業（米沢会場） 

■ 農業振興課  

    畜産振興担当  

    電話 0238-26-6053 

イベント情報 

黒毛和種（全国）  褐毛和種（熊本県、高知県）  日本短角種（岩手県・ 

秋田県・青森県・北海道）  

無角和種（山口県）  

写真提供  

一般社団法人 

全国肉用牛振興基金協会  

   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：0238-26-6０00  FAX：0238-2６-６０７2 

URL：http://www.pref.yamagata.jp/regional/okitama_bo  

 東日本大震災復興祈念事業を開催します。献花をされる方の入場は

自由ですが、追悼式・イベントへの参加は事前申込みが必要です。 

今年のイベントは、「朝倉さや」さんのコンサートを行います。詳細はお問い合

わせください。 
 

  ■日 時：３月11日(水) 13:00開場、14:00開会 

     （献花: 11:00～18:00） 

  ■場 所：伝国の杜(米沢市丸の内１-２-１) 

川西町フレンドリープラザと共催で置賜地区の３団体が一

堂に会し、今年も開催します！演劇やミュージカルなどバラエ

ティに富んだ名演技をぜひご覧ください。 
 

■日 時：３月22日（日）14時開演 

■会 場：川西町フレンドリープラザ 

    （川西町大字上小松1037－1） 

■料 金：無料(どなたでも自由にお入りいただけます） 

生きづらい、社会に出にくいと感じている方、その周りの

方々、“ひきこもり”や生きづらさに対する理解を深め、地域で共

に生きるのに何が必要か、一緒に考えてみませんか。 

 ■日 時：３月13日（金）13:00～15:00 

 ■内 容 

  ○講演 「共に生きる～生きづらさを抱えた方と 

       支える方へのメッセージ～」 

   講師 山形県立保健医療大学保健医療学部 

  看護学科教授 安保 寛明 氏 

  〇当事者からのメッセージ「ひきこもりを経験して」   

  〇トークセッション 

  ■場 所：置賜総合支庁西置賜地域振興局 講堂 

     （長井市高野町２－３－１） 

  ■対 象：関心のある方どなたでも 

  ■参加費：無料 

  ■申込み：３月５日(木)までにお電話でお申込みください。 

譲渡前講習会のお知らせ 

 昨年度の様子 


