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おきたま 

置賜地域にはダムがいくつあるでしょう？ 

 水源となる山々に囲まれた置賜には多くの川が流れており、上流部

には清涼な水をたたえたダムがありますが、さて、いくつあるでしょうか。 

クイズで 

知ろう！ 

８ 

○問  地域産業経済課 観光振興室 0238-26-6098 

置賜三十三観音」とは？ 
 

 

かつて、置賜の地を治めた

米沢藩の重臣・直江兼続

公の後室お船の方は観音

信仰篤く、領地内で観音

巡礼ができるよう、三十三

の霊場を定めたのがはじま

りと伝えられています。 

 

置賜三十三観音 御開帳（10月31日まで） 
 

※（ ）内は観音堂の所在地です。管理寺や

朱印所は異なる場合があります。 
 

米沢市 

  【第 １番】 上小菅観音（広幡町上小菅） 

  【第１５番】 火の目観音（本町） 

  【第１９番】 笹野観音（笹野本町） 

  【第２１番】 小野川観音（小野川町） 

  【第２３番】 川井観音（川井） 

  【第２４番】 桑山観音（万世町桑山） 

  【第２５番】 赤芝観音（赤芝町） 

  【第２６番】 遠山観音（遠山町） 

  【第３３番】 戸塚山観音（浅川） 

長井市 

  【第 ５番】 久野本観音（久野本） 

  【第 ６番】 時庭観音（時庭） 

  【第１０番】 宮の観音（横町） 

  【第１７番】 芦沢観音（芦沢） 

  【第３１番】 五十川観音（五十川） 

  【第３２番】 森観音（森） 

南陽市 

  【第１２番】 赤湯聖観音（赤湯） 

  【第１８番】 新山観音（漆山） 

  【第２８番】 宮崎観音（宮崎） 

  【第３０番】 長谷観音（宮内） 

川西町 

  【第１４番】 置霊観音（上小松） 

白鷹町 

  【第 ７番】 高玉観音（高玉） 

  【第 ８番】 深山観音（深山） 

  【第 ９番】 杉沢観音（畔藤） 

  【第１３番】 関寺観音（十王） 

  【第１６番】 鮎貝観音（鮎貝） 

  【第２０番】 仏坂観音（十王） 

  【第２２番】 広野観音（広野） 

  【第２７番】 高岡観音（高岡） 

  【第２９番】 松岡観音（荒砥乙） 

飯豊町 

  【第 ２番】 高峰観音（手ノ子） 

  【第 ３番】 黒沢観音（黒沢） 

  【第 ４番】 中村観音（中） 

  【第１１番】 萩生観音（萩生） 

日本では三十三の観音像をお参りする巡礼が古くから行われてきました。

本県には三つの「三十三観音」があり、あわせて「出羽百観音」と呼ばれてい

ます。昨年から庄内、置賜、最上と１年ごとに順次御開帳が行われており、

御開帳期間は普段見ることのできない観音像を拝観することができます。 

置賜三十三観音では今年１０月３１日まで御開帳が行われ、期間

中、県内外の多くの方が置賜に訪れます。地元の皆さんも、地域の自然や

美食・美酒、湯巡りを楽しみながら、日本の旅の原点を感じてみませんか。 

※詳しい地図や周辺情報、巡礼の方法などは「出羽百観音」ホームページ 

    や「置賜三十三観音札所会」オフィシャル 

    サイトをご確認ください。 

深山観音（白鷹町） 

笹野観音（米沢市） 

            置賜三十三観音御開帳  
 

～地域で守られた素朴な霊場。花巡り、湯巡りとともに ～ 

 一  覧 

http://yamagatakanko.com/dewa100kannon/?p=okitama


 

                  

 

 事業報告 「おきたま元気創造ラボ」           ○問 総務課連携支援室 0238-26-6021 

 
 事業報告 高校生建設現場見学会を開催          ○問 建設総務課 0238-26-6099 

 

                  

 事業報告 萬世大路を歩く会を開催しました                ○問 建設総務課 0238-26-6099 

 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、県立置賜農業高等学校食料環境科１，２年生１８名を対象に、（一社）山形県建設業協会米沢

支部主催の高校生建設現場見学会を７月２９日に開催しました。この見学会は、置賜総合支庁が支援して毎年開催さ

れています。 

 当日は、置賜地域で行われてい

る土木・農地関係の工事現場を

見学していただき、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。 

 建設部発注の南沢砂防えん提

工事では、えん堤のコンクリート強

度を計測し、実際の作業体験を

含めた見学会としました。皆興味

を持って説明に耳を傾け、作業体

験に取り組み、建設分野の大切さ

を理解・認識されたようでした。 

 

 明治の初期、米沢・福島間の交流を便利にし、山形県と福島県

が共に発展するため、現国道１３号の前身である『萬世大路』が整

備されました。萬世大路には、明治に造られた隧道と昭和に造られた

隧道が今も並んで残っており、土木建造物の遺構を身近に見て感じ

ることができます。 

 この萬世大路を体感するため、米沢市や福島市等で開催している

一般の方を対象とした会とは別に、山形県と福島県の行政関係職

員を対象とした「萬世大路を歩く会」を７月６日に実施しました。 

 当日は、小雨交じりの天候でしたが、４６名が参加し、先人が造

り、通った道路・隧道を見て、体感し、当時の土木技術と苦労を感じ

るとともに、現在の技術力の向上を実感しながら歩きました。 

参加した方々のご協力により、けがも無く成功裏に終了することがで

きました。 

７月２８日、長井市及び南陽市において、置賜地域内の高校生と大学生を対象としたまちあるきワークショップを開催

し、当日は２１名の学生の皆さんが参加してくれました。 

ワークショップでは南陽市・長井市それぞれ２コース、計４コースに分

かれ、地域で活躍する社会人の皆さんの活動内容や想いを聞いたり、

けん玉体験をしたり、ラーメンやそばなどの置賜の食を味わったりすること

で地域への愛着や誇りを持ってもらえたのではないかと思います。 

９月１日（日）にはフラワー長井線を貸し切り、今回のまちあるきを

通じて発見した地域の魅力を基に、高校生、大学生が地域資源として

のフラワー長井線の未来を考えるワークショップを開催します。 

 おきたま元気創造ラボでは、今後も若者の皆さんと連携して置賜の

魅力を再発見し、磨き上げ、発信する取り組みを進めていきます。 

 

「おきたま元気創造ラボ」のフェイスブック 

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

栗子隧道前にて 

あたり 

■南沢砂防えん提工事 

けん玉ひろばスパイクにて 

工事概要の説明   コンクリート強度計測作業の体験  

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


 

保健だより 
  

 ★献血サマーキャンペーンのお知らせ★  
              
 今年も献血サマーキャンペーンを開催します！ 

置賜地域の学生も一緒にキャンペーンを盛り上げ、”かねたん”・”けんけつちゃん”も登場予定です！ 

お子さん向け企画｢なりきりキッズ体験｣も同時開催予定ですので、日本赤十字社の救護服・ナース服を着てみませんか？ 

 現在、献血に協力してくださる若い人たちが減っており、山形県でもここ１０年で大きく減少しました。 

 献血とは、病気の治療や手術などで輸血を必要としている患者さんのた

めに、健康な人が自らの血液を無償で提供するボランティアです。 

 なお、当日は骨髄バンクドナー登録説明会も併せて開催します。皆様の

温かいご協力をお待ちしております。 
 

■ 問い合わせ先                      

  保健企画課医薬事担当 

                         0238(26)6026 

 

         

 知って得する情報 

★日  時：８月１４日（水） 

★受付時間：９：３０～１６：００  

★受付会場：イオン米沢店１階 

      テレビ前広場 

※キャンペーンの他、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。 

みんな 

来てけろっち！ 

○お住まいの市町に登録をして、毎年狂犬病予防注射を受けさせましょう。法律で義務付けられ 

 ています。 

○鑑札と注射済票は首輪に着けておきましょう。迷子札も着けましょう。 

○放し飼いは絶対にやめましょう。県の条例で禁止されています。逃げられないように、首輪や金具  

    の定期点検をしましょう。 

 逃げたときは、保健所にすぐに連絡してください。 

○鳴き声が近所迷惑にならないように配慮しましょう。原因を見極めて対処しましょう。 

 犬は正しく飼いましょう  

 置賜保健所では犬・猫の譲渡を行っています。 

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、常に新しい飼い主さんを募集している状況

です。犬・猫を飼いたい方、興味のある方はお気軽におたずねください。また、お知り合いにもご紹介をお願い

します。 

     

 「ワンちゃん・ネコちゃんの飼い主募集中です！」 

【  講 習 会 の ご 案 内  】 
 

  ★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。参加は無料です。 

■ 問い合わせ先 

 生活衛生課 乳肉衛生管理担当 0238-22-3750 



 
 

 

 

置賜には７つの大きなダムがあります。 
 

 東南置賜地域に「綱木川ダム」、「水窪ダム」の２つ、西置賜地域に

「木地山ダム」、「白川ダム」、「長井ダム」、「横川ダム」、「赤芝ダム」の５

つのダムがあります。ダムには、大雨による河川の氾濫防止、かんがい用

水や水道用水、発電など様々な役割があり、

県民のみなさんの安全安心と快適な暮らしを

守っています。また、ダム湖の湖畔は新緑や紅

葉の撮影スポット、避暑やアウトドアスポットと

して四季を通じて楽しめます。 

          （西置賜総務課） 
 

◆置賜のダムへのアクセスと周辺の見どころの

ご案内は、みずはものがたりで検索 

 

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。 

置賜文化フォーラム アートマネジメント事業 
「これからのローカルをつくる、デザインとアートの相談会」 
参加者募集！ 

クイズで知ろう！の答え 

お 知 ら せ 

置賜文化フォーラムでは、デザインやアート

によるまちづくりの具体的な実践方法につ

いて、参加者とともに考え、語り合う相談

会を開催します。講師は、全国で活躍する

いま注目の４名のクリエイター！デザインや

アートを活かしたまちづくりに取り組んでいる

方など、どなたでも参加できます！ 

■日 時／10月19日（土） 

     13時30分～17時40分 

■場 所／浜田広介記念館 

      ひろすけホール 

■参加費／無料 

■問合せ／置賜文化フォーラム事務局 

    （置賜総合支庁連携支援室） 

     TEL：0238-26-6021  

     FAX：0238-26-6022 

９月10日から16日は「自殺予防週間」です。 

 置賜地域で平成29年に自殺で亡く

なられた方は49人です。自殺の原因は

ひとつではなく、経済・生活・健康・家庭

等の問題が複雑に絡み合っています。 

 自殺に至る直前、多くの方は「うつ病」等の精神疾患を発症し

ていると言われ、病気により正しい判断ができない状態になってい

ます。自殺予防のためには、早い段階で心の状態に気づく必要が

あります。 

 “眠れない”、“憂うつだ”、“好きなことが楽しめない”などの症状は

心の不調のサインかもしれません。ひとりで悩まず、まずはご相談く

ださい。置賜保健所では、保健師の他に精神科医による相談も

行っています。 

■ご相談・お問い合わせ先：置賜保健所 地域保健福祉課 

        精神保健福祉担当 TEL：0238-22-3015 

 置賜地区不法投棄防止対策協議会では、廃棄物の適正処

理・３Ｒの普及啓発を図ることを目的に、置賜地域の小学校４

年生から中学校３年生を対象とした、「廃棄物適正処理・３Ｒ

推進ポスターコンクール」を開催します。 

 優秀作品は、不法投

棄防止啓発用のポケット

ティッシュや看板のデザイン

として活用します。また、応

募者全員に参加賞もござ

います。 

 ８ 月30日（金）ま で

作品を募集していますの

で、ぜひ奮ってご応募くださ

い。なお、コンクールの詳し

い内容は、山形県のホーム

ページをご覧ください。    

 

 

    ■環境課 廃棄物対策担当 TEL：0238-26-6034 

廃棄物適正処理・３Ｒの 
       普及啓発ポスターを募集します！ 

親子わくわく食農体験バスツアー 

「えだまめもいで、じんだんつくろう」参加者募集！ 

 えだまめの収穫や調理の体験を通して、農業や食について親子
で一緒に考えてみませんか。 
 

■日  時：9月7日（土）8時30分 ～ 13時30分 

■集合場所：糠野目生涯学習センター(高畠町福沢南9－2） 

■募集対象：東南置賜在住の小学校低学年までの幼児・児童 

      とその保護者 

■定  員：16組32名※応募者が多数の場合は抽選となります       

■参  加  費：無料 

■申込方法：次の事項を記載し、メール又はファックスで申込くだ 

     さい 
お子様について：氏名（ふりがな）、性別、年齢、郵便番号、 
       住所、アレルギーの有無と状況 
保護者について：氏名、郵便番号、住所、電話番号、携帯電 

        話番号（緊急の連絡先） 
■申込締切：令和元年8月28日（水） 

■申込・問合せ先 

    農業振興課（流通対策担当） 

     TEL：0238-26-6051  

     FAX：0238-21-6941 

※メールによる申込方法

は、おきたま食の応援団

のホームページの新着情

報でご確認ください。 

えだまめ 

をもいで 

じんだんもち

をつくろう！ 

○平成30年度最優秀賞 小学生の部 
 「３Ｒで未来をカエル」 
 米沢市立興譲小学校 八島さんの作品 

長井ダム 横川ダム 

木地山ダム 綱木川ダム 

http://igw3.pref.yamagata.jp/cgi-bin/dneo/dneo.cgi?cmd=infoindex&cginame=zinfo.cgi
http://yamagata-okitama-shoku.net/favicon.ico

