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いいでどんでん平ゆり園（飯豊町） 東日本最大級のゆり園で、毎年６月から７月にかけ
て、東京ドーム約４個分以上の広大な敷地に約５０万本のゆりが咲き誇ります。
■所在地：飯豊町萩生３３４１

（産業経済企画課観光振興室）

特 集

６月１４日（土）から９月１３日（土）までの間、本県では「山形日和。」をキャッチコピー
に、デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）を開催します。
ＤＣは、自治体と地域の観光事業者等がＪＲグループ６社と連携して、個々では成し
得ない大規模な観光誘客を展開するもので、本県での今回のキャンペーンは、平成
１６年度以来通算６回目の開催となります。
置賜地域では、山形おきたま観光協議会（事務局：
置賜総合支庁観光振興室）が、山形デスティネーショ
ンキャンペーン推進協議会の置賜地域委員会として、「山形県南『おきたま』ふれ愛
回廊」のコンセプトのもと、観光客の皆様とのふれあい・絆を深め、ＤＣ終了後も何度
でも訪れてもらえるような観光地域づくりに向けた取組みを進めています。
県民総参加、全産業参加で地域を訪れる観光客の皆様を温かくおもてなしして、
山形ＤＣを成功に導きましょう！
■Ｄ
Ｄ Ｃ 期 間 中 の 取 組 みの 例
① 食 の 桃源郷おきたま
桃源郷 おきたま～
おきたま ～うまさギュッ牛
うまさギュッ牛 っと米沢牛
っと 米沢牛さくらんぼまつり
米沢牛 さくらんぼまつり～
さくらんぼまつり ～の開催
６ 月 ２９日
２９ 日 （ 日）／ 米沢市松川河川敷
② 米坂線・フラワー
米坂線 ・フラワー長井線
・フラワー長井線でおきたまをめぐる
長井線 でおきたまをめぐるＤＣ
でおきたまをめぐるＤＣ記念特別列車
ＤＣ 記念特別列車の
記念特別列車 の 運行
７ 月 １２日
１２ 日 （ 土）・ １３日
１３ 日 （ 日） … 米沢～
米沢～長井・
長井 ・ 白鷹
７ 月 ２０日
２０ 日 （ 日）… 米沢～
米沢 ～ 小国
③ 置賜食の
置賜食 の銘店めぐりスタンプラリーの
銘店 めぐりスタンプラリーの実施
めぐりスタンプラリーの 実施
④ 夏休み
夏休 み 自由研究向け
自由研究向け体験イベント
体験 イベント情報
イベント情報の
情報 の 発信
⑤ 広域観光案内データベースを
広域観光案内 データベースを活用
データベースを 活用した
活用した、
した 、 地域での
地域での周遊
での 周遊・
周遊 ・ 滞在プランの
滞在 プランの提供
プランの提供
問 山形おきたま観光協議会（置賜総合支庁観光振興室内） 0238-26-6046
○

イベント

「やまがた森の感謝祭２０１４」開催

問 森林整備課森づくり推進室 0238-35-9035
○

６月の第１土曜日は「やまがた森の日」です。毎年、この日にあわせ、森づくり
活動の大切さをお伝えするイベント「やまがた森の感謝祭」を開催しています。
今年は、６月７日（土）午前１０時から「やまがた森の感謝祭２０１４」を飯豊町に
ある山形県源流の森で開催します。今回の感謝祭は、１０月１２日（日）に金山町
の山形県遊学の森で開催される「第３８回全国育樹祭」を記念した「プレ育樹祭」
として、参加者の皆さんと育樹祭会場を飾るプランターづくりを行います。
このほかにも、木製コースターのプレゼント（参加者全員）や森林トレッキング、
森の大抽選会など子供たちも楽しめるイベントが盛りだくさんです。ご家族連れで、ぜひお越しください。
■日時 平成２６年６月７日（土） １０：００～１５：００
やまがた森の感謝祭２０１４
■場所 山形県源流の森 （飯豊町大字須郷６６９－３ 白川ダム上流）

検 索

この人に聞く

託児ルーム「ＣＯＣＯＲＯ」（私立保育園）は、ＮＰＯ法人
置賜ひまわり会の事業の一つである子育て支援事業と
して平成１９年に開設しました。
開設に当たっては、周囲から「少子化が著しいこの地
区に、今さら何で保育所を立ち上げるのか」、「既存の保
育所で満たされているのに・・・」との声もありましたが、私
たちの目的は定員を満たすことではなく、あくまで一人一
人を丁寧に育てる少人数制のきめ細やかな保育でした。
幼児期に大切とされる躾の覚えを重視し、そして、何より
子供を育てるご両親のストレス軽減はできないものかと
考えていました。
そ のた め「ＣＯ ＣＯ
ＲＯ」では、通常保育
のほかに土日の預か
りを打ち出し、「自分た
ちの時間も大切に」と
提唱しています。また、
ご両親から要望があ
れば可能な限り保育
メニューに加え、子育

事業報告

てを分かち合えれば
と励んでいます。
意外だ ったのです
が、開 設 当 初 か ら 支
持を寄せ、ご利用くだ
さったのは、地元の方
よ り 県 外か ら転 勤 で
来られたご家族でし
た。「山形に引っ越し
て驚いたのは、ＣＯＣＯＲＯのようなシステムの保育所が
皆無だったこと。本当に困っていた」「ＣＯＣＯＲＯに預け
ることができて、良かった」と口々におっしゃいました。そ
んなうれしい声に支えられ、ご利用者の紹介から少しず
つ「ＣＯＣORO」の理念を理解してくださる輪も広がり始め
ています。
心の育みは手塩にかけて紡ぐもの、詰め込み保育で
は、行き届きに限界が生じてきます。
時は移ろいながら時代をつくります。でも、その移ろい
の中でも大切に育まれた心は凛として生きていきます。
それを信じて皆様と歩んでいきたいと考えております。

一般県道赤湯停車場線（赤湯工区）の工事完了について

問 道路計画課 0238-26-6079
○

県道赤湯停車場線（南陽都市計画道路赤湯停車場線）は南陽市赤湯地区の赤湯駅と国道１３号を結ぶ幹線道路
で、沿線には古くから赤湯温泉街の旅館や商店、飲食店が多く立ち並び、観光客が数多く訪れているにもかかわら
ず、道路幅が狭く、歩行者が安心して買い物や散策をすることが難しい状況にありました。
県では、都市計画街路事業として道路拡幅と歩道整備を行うことで、回遊性の高い街並み形成と安全で快適な歩
行空間の創出により、地域文化や歴史を
踏まえた個性と魅力にあふれた町の形
成を目指し、平成１４年度から赤湯工区
として事業を実施してまいりました。
このたび、関係各位のご協力により、
平成２６年５月３０日に赤湯工区（二色根
交差点から温泉街までの区間Ｌ＝６６０
ｍ）の工事が完了しました。

事業報告

主要地方道米沢猪苗代線（西吾妻スカイバレー)の開通について

問 道路計画課 0238-26-6080
○

平成２５年１１月１５日から冬期閉鎖しておりました主要地方道米沢猪苗代
線（西吾妻スカイバレー）は、平成２６年４月２４日（木）午前１０時に開通しまし
た。開通にあたり、県境の白布峠駐車場では関係機関による安全祈願祭が行
われ、利用者の無事故を祈りました。
西吾妻スカイバレーは、全長１７．８ｋｍ（山形県側Ｌ＝８．１ｋｍ）。昭和４８年
７月１日に有料道路として供用が開始され平成１５年７月１日には、道路公社
から山形県に移管された道路です。
山岳道路であるため、カーブが多く縦断勾配も急なため、安全な運転をお願
いします。なお、大雨時には、状況により全面通行止めする場合がありますのでご協力をお願いいたします。

保健だより
梅雨の時期から夏にかけては、食中毒に注意が必要
な季節です。暖かく湿気が多いこの時期は、食中毒の原
因となる細菌の増殖が活発になるため、細菌性食中毒
が発生しやすくなります。特に注意したいのが、鶏肉や
牛肉などに付着する「腸管出血性大腸菌（O-157、O111など）」や「カンピロバクター」などによる食中毒です。

焼肉やバーベキュー等の機会
も多くなる時期です。焼肉店等営
業施設はもちろんのこと、家庭で
も衛生的な取扱いが重要です。
焼肉やバーベキュー等、自分
で肉を焼きながら食べる場合
は、十分加熱し、生焼けのまま
食べないようにしましょう。

シリーズ 万世大路・栗子隧道 No.10

また、生肉専用の器具（ト
ング）を 使い、食べる箸では
生肉に触れないことも大切で
す。焼く前の生肉専用の皿や
箸を多めに用意し、生で食べ
る野菜等にも、肉のドリッ プ
が付かないようにしましょう。
飲食店などでは、メニューに生肉や肉を生焼けで食べ
る料理があっても、子ども、お年寄り、抵抗力の弱い方
はなるべく避けたほうが安心です。

おう吐や下痢の症状は、原因物質を排除しようという体
の防御反応です。むやみに市販の下痢止めなどの薬を
服用しないようにし、早めに医師の診断を受けましょう。
問 生活衛生課 0238-22-3740
○

～明治の遺構・旧栗子隧道～

問 建設総務課 0238-26-6099
○

左の石版画の中央に描かれた神社は豊受姫尊神社で隧道西口にあり、
大久保利通内務卿及び上杉鷹山公の御霊を合祀しています。
昭和８年４月、万世大路を自動車交通可能とするための改良工事が国
の事業として着工されました。当時、この社（やしろ）は原型を留めていたも
のの腐朽し、破損崩落していたので、昭和１１年１０月、その直下に栗子神
社の碑を建立し、三島県令を含めて三氏の冥福を祈りました。
その碑は、平成２年１１月に刈安川越石の防災除雪センター東側に開園
した「万世大路記念碑公園」に移設され、明治百年記念の碑、万世大路改
築記念碑、栗子神社の碑、明治天皇御駐輦碑、顕彰碑（栗子隧道碑記）な
どの石碑とともに保存されています。また、公園内には栗子隧道に今も残
る手掘りのノミ跡を複写した岩盤レプリカや隧道の説明板も設置され、地
域の子供たちが校外学習に訪れる
歴史学習の拠点となっています。
なお、昭和４１年５月の栗子ハイウェイの完成により旧道は廃道となり、その
後、昭和４７年頃の落盤により旧栗子隧道は通行不能になりました。
明治・昭和の先端土木技術を駆使して、山形・福島両県の物流と人の交流
そして絆を育んだ歴史を持つ「万世大路」は土木施設自体の高い評価により、
平成２４年１０月６日に土木学会選奨土木遺産に認定されました。
さて、シリーズ「万世大路・栗子隧道」は、今回で最終回となりますが、万世
大路のあらましや高橋由一の石版画、往時の写真などを紹介するパネルを、
置賜総合支庁正面玄関内に展示しておりますので、ぜひご覧ください。

お知らせ

「山形おきたま産直市」朝市を開催します

「東南置賜直売ネットワーク」（農産物直売組織９組織で構成）による
朝市を６月７日（土）から毎月1回開催します。
会員が直接、新鮮野菜や果物、自慢の漬物やお菓子等の加工品、
花などを各種取り揃えて皆様をお待ちしています。
生産者とふれあいながら置賜の味をお楽しみください。
■日時 ： ６～１２月の毎月第１土曜日 ８：００～９：００
＜６月７日、７月５日、８月２日、９月６日、１０月４日、１１月１日、１２月６日＞
■場所 ： 置賜総合支庁本庁舎玄関前 （米沢市金池７－１－５０）

問 農業技術普及課 0238-57-3411
○

ご来場の
来場の方へサービス！
へサービス！
スタンプラリーでプレゼント毎回、購入
いただいた方にスタンプを１個押します。
３個以上集めた方には、１２月の抽選会
でプレゼントを差し上げます。
季節の
季節の味をふるまいます
６月はさなぶり餅、７～１１月は季節の
かわりご飯の試食サービスを行います。

「第９回雪の市民会議ｉｎいいで」

お 知 ら せ
平成２６年度 第一回 「おきたま就職面談会」のご案内
米沢市、南陽市、高畠町、川西町の企業の参加による就
職面談会を開催します。
企業担当者と直接面談ができ、再就職のチャンスが広がり
ます。ぜひお気軽にご参加ください。
■日時 ： 平成２６年７月２４日（木）
１３：３０～１６：００（受付開始１３：００）
■会場 ： グランドホクヨウ
〒992-0012 米沢市金池2-3-7 TEL0238-22-1238
■参加企業
米沢市、南陽市、高畠町、川西町に本社または就
業場所があり、ハローワークに求人票を提出して
いる企業約５０社予定。
■参加対象者
置賜地域に就職を希望している方。事前申込不
要。履歴書不要。入退場は自由。当日、受付で「面
接希望カード」をご記入いただきます。
●主催
●共催

米沢公共職業安定所・山形労働局
置賜地区雇用対策協議会
問 ハローワーク米沢 0238-22-8155
○

うつ病家族教室を開催します
「うつ病」は決して特別な病気ではなく、誰
もがかかりうる病気です。しかし、ご本人だ
けでなく、ご家族も、戸惑いや不安をお持ち
ではないでしょうか？
そこで、置賜保健所ではうつ病と診断され
た方のご家族を対象に、うつ病の正しい知
識や家族の接し方について学び、ご家族自
身が元気になるための講座を開催します。

「第９回雪の市民会議 ｉｎ いいで」が、
７月２５日（金）から２６日（土）にかけて、
西置賜郡飯豊町を会場に開催されま
す。「雪の市民会議」とは、雪国に暮らし
ている 人たち が、様々な活動や交流を
通じ、雪国の未来を考える 全国的な集
まりです。
１日目の内容は基調講演、パネルディスカッション、リレー
トーク及び情報交換会、２日目は雪を活用した事例や実証中
の取り組みについての現地視察があります。情報交換会に
は参加経費が必要ですが、いろんな情報がやり取りできる有
意義な会です。
雪国の特長を活かした克雪や利雪、生活について興味の
ある方は、ぜひご参加ください。
問 農業技術普及課 0238-57-3411
○

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動について
「６・２６国際麻薬乱用撲滅デー」の周知を図り、官民一体と
なって県民一人ひとりの薬物乱用防止に対する認識を高め
ることを目的として、次の日程でヤング街頭キャンペーンを実
施します。
当日は、ボランティアによる募金の呼びかけ、パンフレット
等の配布を行うほか、警察の広報車で違法薬物の見本やパ
ネルの展示を行います。また、かねたんも来場して「ダ メ。
ゼッタイ。」をＰＲしてくれる予定です。皆様の多数の参加をお
待ちしています。
●ヤング街頭キャンペーン
日時 ： ６月２２日（日）１３：００～１４：３０（予定）
場所 ： イオン米沢店（米沢市春日２－１３－４）
問 保健企画課 0238-22-3872
○

不正大麻・けし撲滅運動について
■対象者 うつ病と診断された方のご家族 定員２０名
（できるだけ、2日間ともご参加いただきますようお願いします）
■日時／内容 （２回シリーズ）
①平成２６年７月２５日（金） １３：３０～１５：２０
・講話「うつ病の基本を押さえよう！」
講師 社会医療法人公徳会 佐藤病院
精神科医師 栗田征武 氏
②平成２６年８月２９日（金） １３：３０～１５：２０
・講話 「家族の役割と社会資源について」
・交流会
講師 社会医療法人公徳会 佐藤病院
精神保健福祉士 小島由加里 氏
■場所
南陽市中央公民館（えくぼプラザ）中会議室
■参加費 無料
■申込み ７月１８日（金）まで、地域保健予防課にお電話で
お申し込みください。
問 地域保健予防課 0238‐22‐3015
○

発

行

元

置賜総合支庁 総務企画部
総務課 総務係
ＴＥＬ ０２３８（
０２３８（２６）
２６）６１００
ＦＡＸ ０２３８（
０２３８（２４）
２４）１４０２
皆さまのご意見・ご感想を
お待ちしております。

５月１５日から８月３１日までは、
不正大麻・けし撲滅運動の実施期間
です。
けしの仲間には、ヒナゲシやアイ
スランドポピーのような植えても良い
けしと、法律で栽培が禁止されてい
るけしがあります。
区別するときは、主に葉と茎を見
ます。葉が 白 味を 帯び た 緑 色で あ
る、葉が茎を包み込んでいる、茎が
しっかりしていて毛が少ないなど、こ
れらの点に多く該当する場合には不
正けしの疑いがあります。
疑わしいけしを発見した際には、
下記担当までご一報ください。
問 保健企画課 0238-22-3872
○

今年の春に新しい家族が増えました。私の職場である保
健所に引き取られた仔猫なのですが、飼い主を探していると
聞き、一目惚れして家族になってもらいました。家族全員、あまりの可愛さに夢中に
なっています。これから末永く責任持って飼い続けたいと思っています。
保健所には、様々な事情で引き取られる犬や猫がいます。また、新しい飼い主を募
集するための掲示板もあります。新しい家族（ペット）をお考えの方は、一度保健所の
掲示板もご覧ください。新しい出会いが待っているかもしれません。 （置賜保健所）

