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置賜の温泉 小野川温泉では「かまくら村（1/16～）」、白布温泉では「雪ぼんぼり（1月～）」
や「ポカポカあったカフェ」、赤湯温泉では宿泊者に「外湯めぐり手形」等の楽しい冬の企画
をご用意して、皆さんのお越しをお待ちしています。（産業経済企画課観光振興室）

ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう！

道路除雪へのご協力のお願い

ノロウイルスによる食中毒は、特に冬季に多発して
います。主な症状は、嘔吐、下痢、発熱などですが、感
染しても無症状の場合もあります。
ノロウイルス食中毒の発生経路は、汚染されたカキ
等の生食のほか、感染者の調理による二次汚染や、汚
染個所に触れた手での食事などがあります。
ノロウイルスはアルコール殺菌の効果
が低いため、予防には、ハンドソープを
使用し、２回繰り返して手洗いを行うこと
が有効です。
家族全員で次の４原則を守り、ノロウ
イルス食中毒を予防しましょう！

日ごろから、道路の除雪につきましてご協力をいただい
ておりますが、更に安全で快適な冬期間の道路空間を確
保するために、次の３点についてご協力をお願いします。

１ 持ち込まない

２ 拡げない

外での感染に注意する。
帰宅後に手を洗う。

嘔吐物の適正な処理。
ドアノブなどの消毒。

３ やっつける

４ 付けない

食品は８５℃以上で９０秒間
加熱。器具は塩素で消毒。

調理前の手洗い。
使い捨て手袋の使用。

問 生活衛生課 0238-22-3740
○

油流出事故を防止しましょう！
冬期間は、多くの家庭が暖房に灯
油を使うことから、ホームタンクの元
栓の締め忘れなど、「ちょっと目を離
したすきに灯油があふれて河川など
へ流出してしまった。」という
ような油流出事故が増えてき ホームタンクから灯油
を小分けするときはそ
ます。
また、除雪や雪下ろし作業 の場を離れない！
の際にはホームタンクの転
倒や配管の破損にも十分注
意してください。
事故が起きたときには、最
寄りの消防署、市町、総合
支庁に連絡してください。
問 環境課 0238-26-6035
○

どうしても離れるとき
はいったん元栓を閉め
てから離れる！
ホームタンクや配管に
破損や亀裂がないか
定期的に点検を行う！

１

例年、樹木からの落雪や倒
木により物損事故などが発
生しています。道路際の樹
木を 所有されている方は、
伐採や枝払いなどの適切な
樹木管理をお願いします 。

２

道路の通行の障害にならないよう、車道や歩道にご
自宅の雪を出さないようお願いします。また、歩行者
の安全と事故防止のため、流雪溝の投雪作業後の確
実な蓋閉めと、屋根雪の適切な管理をお願いします。

３

冬期間の道路交通を確保するため、車道除雪は早朝
７時までの完了を目標に実施しておりますが、除雪後
の出入口の雪の除去につきまして、みなさまのご理
解とご協力をよろしくお願いします。

※通行の際に
危険な箇所を
発見した場合
は、右 の 担 当
まで通報をお
願いします。

●東南置賜管内
道路計画課維持管理担当
TEL：0238-26-6080(平日8:30～17:15)
(それ以外の場合、㈹0238-26-6000)
●西置賜管内
西置賜道路計画課維持管理担当
TEL：0238-88-8229(平日8:30～17:15)
(それ以外の場合、㈹0238-88-8200)

冬の省エネ県民運動
冬は、暖房器具等を使用するため、
電気の使用量が多くなる季節です。
ご家庭で以下のことに気をつけて、省
エネに取り組んでみませんか。ちょっとした
ことでも毎日続ければ、大きな効果になります。
■照明の点灯時間を１時間減らす。
■暖房の使用時間を１時間減らす。
■電気こたつの温度設定を「強」から「中」に変更する。
■電気カーペットの設定温度を低め（弱）に設定する。
■使用していない照明はこまめに消す。
問 環境課 0238-26-6033
○

私は高畠町の和田地区学校支援地域本部で地域
コーディネーターをしております。学校支援地域本部と
は、学校の教育活動を支援するため、地域住民の学校
支援ボランティアなどへの参加をコーディネートするもの
で、いわば“地域に作られた学校の応援団”です。
当本部は和田小学校において平成２０年度から取り組
み、現在８年目を迎えました。和田地区では元々「おらだ
の学校」として学校に協力しようとする素地があり、そう
いった財産と学校のニーズとをうまく融合させ、連携しな
がら学校支援を展開しています。地域人材を生かした学
習の支援やゆうきの里の食農教育、地域の達人によるク
ラブ活動、読み聞かせ、学校行事の支援、環境整備、地
域ぐるみの登下校安全確保など様々な分野で活動を繰り
広げてきました。また、活
動を知っていただくため
に広報活動も積極的に
行っています。
これらの取り組みが認
められ、一昨年度は優れ
た「地域による学校支援
活動」推進にかかる文部
事業報告

税に関する作文の表彰

科学大臣表彰をいた
だくことができました。
和田小学校は児童
数１６０人程の小さな
学校ですが、平成２６
年度は５１３事業、の
べ１，２３５人が活動に
協力してくださいまし
た。地域の方からは、
ボランティア活動をすることで子どもたちとつながりを持て
て良かったと喜んでいただいています。
地域人材とのマッチング、活動の広がり、地域の輪、さ
らに活動の継承…。学校支援が拡充、発展していくこと
で、「地域と共に支え、育てよう！ 地域の学校、地域の
子」が実現すると考えています。地域の方々のこれまで
の活動に感謝するとともに、これからも共に歩んでまいり
たいと考えています。
学校支援地域本部は多くの地域で取り組み、特色の
ある活動をしています。みなさんの「できること」が子ども
たちの笑顔と未来につながります。
“さあ、今こそ学校に行くべ！”
問 税務課西置賜税務室 0238-88-8209
○

西置賜管内の中・高校生を対象に、租税教育を推進し納税意識の高揚を図るため、税に関する作文の表彰（平成
２７年１１月１１日～１９日）が行われました。
今年度は１２名の生徒が山形県納税推進協議会長賞、長井税務署長賞、置賜総合支庁長賞、各市町長賞を受賞
し、置賜総合支庁長賞には、飯澤里佳さん（長井北
中学校１年）、髙鷹秋桜音さん（長井高等学校３年）
の２名が選ばれました。
税は、生活に関わる身近なところで課税され、授業
や道路整備、医療、福祉、年金（社会保障）等のあら
ゆる面で使われます。その重要性や納税で社会を支
えていく使命と責任感が反映された頼もしい受賞作文
の数々でした。
事業報告

測量講習会

問 建設総務課 0238-26-6069
○

近年、測量機器の発達や業務の分業化により、発注者の測量に関する技術力が
低下していることから、測量技術の基本的な知識を習得することを目的として、１０月
２０日に「測量研修会」を開催しました。講師は、管内の（一社）山形県測量設計業協
会に所属する全６社から９名、社会貢献事業として派遣していただきました。
研修には本庁舎、西庁舎の職員と管内市町の職員２５名が参加し、午前は座学
で路線測量を事例とした講義を受け、午後は絶好の秋晴れの下、構内の駐車場脇
のスペースで、工事の基準高確認等で即実践できる水準測量の実習や最新測量機
器として現場で活用している話題のドローン操作講習も行いました。参加した研修生からは、「わかりやすい」、「今後の
業務に役立つ」と好評であったことから、来年度も内容の充実を図り継続したいと考えております。

事業報告

平成２７年度第２回置賜地域議員協議会

問 総務課 0238-26-6006
○

置賜地域における課題や施策展開に関する調査・審議を行う、平成２７年度第２回置賜地域議員協議会が、管内
から選出された８名の県議会議員の出席のもと、１１月２０日（金）、置賜総合支庁西庁舎において開催されました。
審議においては、まず、秋葉総合支庁長が管内における地方創生関連の
取組状況や農作物の作柄の概況、高速道路及び主要道路の整備状況等に
ついて説明を行い、引き続き、半田置賜教育事務所長が全国学力・学習状
況調査結果の概況及びいじめ問題への取組状況について説明しました。
質疑では、道の駅を活用した６次産業化の推進、県立置賜農業高校の
重要性、米沢白鷹間の規格の高い道路整備、県立米沢養護学校における
就労コースの設置、観光庁事業を活用した観光誘客の展開、置賜全体で
の木材供給体制の整備、オール置賜による（仮称）道の駅よねざわの整備
推進等、県政全般について活発な議論が交わされました。

毎年冬季は輸血用の血液が不足すること
から、全国的に『クリスマス献血キャンペーン
２０１５』が開催されます。
置賜地区の開催日程
■日時：１２月６日（日）
9：30～16：00
■場所：イオン米沢店
店内１階の受付会場では「けんけつちゃん」と「かね
たん」をゲストに迎え、学生ボランティアと一緒に献血
の協力を呼びかける予定です。

イベント情報

山形おきたま 冬のあった回廊キャンペーン開催！

冬はおきたま
イベント情報

また、このクリスマス献血に併せて「骨髄バンクド
ナー登録・説明会」を開催します。献血の際のほんの
少しの検査用採血で骨髄バンクに登録することができ
ます。骨髄バンクに登録したい方、関心のある方はこ
の機会にぜひお立ち寄り下さい。専属の説明員がわ
かりやすく説明します。
献血にご協力いただいた方へは、クリスマスキャン
ペーン限定の素敵なプレゼントもご用意しております。
クリスマスに愛の献血を☆皆様のお越しをお待ちして
おります！
問 保健企画課 0238-22-3872
○

検 索

山形おきたま観光協議会（事務局：産業経済企画課観光振興室）で
は、今年も、冬季観光キャンペーン「山形おきたま 冬のあった回廊」
を、１２月から来年３月末までの４カ月間行います。
県内でも有数の豪雪地帯とのイメージが強い置賜。しかし、ここには
米沢牛をはじめとする「うまいもの」、幻想的な雪まつり、雪を活かした体
験メニュー、名湯、そして地域の厚い人情やおもてなしなど、心も体も
あったまる魅力があふれています。
このキャンペーンでは、こうした魅力を県内外の多くのお客様にお楽
しみいただき、元気いっぱいになっていただけるよう、多彩な企画を満
載し、「あったかい冬のおきたまをめぐる旅」をご提案しています。
詳しくは、置賜地域の観光施設等に設置しているキャンペーンガイド
ブック、またはキャンペーン特設ホームページをご覧ください。
この冬も、あったかさいっぱいのおきたまさ、ござっとごやえ～。
ホームページアドレス：http://winter.oki-tama.jp/
問 山形おきたま観光協議会（観光振興室内） 0238-26-6046
○

山形おきたま産直市・おしょうしな市のお知らせ

「山形おきたま産直市」朝市（主催：東南置賜直売ネットワーク）
■日時 １２月５日（土） ８：００～９：００
■場所 置賜総合支庁本庁舎玄関前
「産直特製の味噌汁」をサービス。置賜産の豆と米で
仕込んだ味噌となめこ、山菜などの味噌汁です。
スタンプラリーはいよいよ抽選会。空クジなし！
１２月はスタンプ２倍セールです。

問 農業技術普及課 0238-57-3411
○

「おしょうしな市」暮れの市（主催：おしょうしな市の会）
■日時 １２月２４日（木） １２：００～１３：００
■場所 置賜総合支庁本庁舎 １階ロビー
毎月第２・４木曜日昼に開催中の「おしょうしな市」では、
１年間の御愛顧に感謝し「暮れの市」を開催します。
当日は、ご来場の方に「なめこ汁」のサービスがありま
す（先着順）。ぜひお越しください！

「ふれあいショップ愛べ」９周年記念バザー開催のお知らせ

お 知 ら せ
ワンちゃん・ネコちゃんの飼い主募集中です！
置賜保健所では、引き取りや迷子で収容した犬・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、犬・猫の引き取り依頼や迷子は後を絶たず、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。

譲渡までの流れ
①
②
③
④

譲渡前講習会を受講し、希望する犬・猫の情報を登録
保健所から希望に近い犬・猫の譲渡情報を提供
②で情報提供あった犬・猫とご対面
気に入れば、譲渡手続き後、新しい飼い主に！

講習会のご案内
■日時 ： 毎月第３木曜日 １５：３０～
■場所 ： 置賜保健所（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。
なお、保健所ロビーとホームページに
「犬・ねこの新しい飼い主探し掲示板」を
開設しています。1頭でも多くの犬・ねこ
が幸せに暮らせるようにご活用ください。

置賜 犬 ねこ

検 索

問 生活衛生課 0238-22-3750
○

１２/１は世界エイズデーです

エイズはＨＩＶいうウイルスの感染で起こります。
ＨＩＶ感染を判断できるのは検査だけ。もし感染していて
も、早期に発見すればエイズの発症を防ぐことができます。
まず検査を受けてみましょう。
置賜保健所では、世界エイズデーに合わせて、下記の日
程で終日相談・検査を実施します。
■実施日時 ： １２月１日（火）９：００～２０：００
（この時間内はいつでも検査が受けられます）
■場所 ： 置賜保健所 １階
■検査項目 ： エイズ検査（結果説明は採血後約４０分後）
■その他 ： 匿名・無料で予約は必要ありません。
※毎週月曜日１３：００～１４：００もエイズ検査（無料）を実施
しています。
問 地域保健予防課 0238－22－3002
○

行

元

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

■日時及び場所
１２月３日（木）１１：３０～１３：３０ 西庁舎（長井）１階ロビー
１２月４日（金）１１：３０～１３：３０ 本庁舎（米沢）１階ロビー
■主な販売品目
パン、菓子、加工品、手工芸品、寄せ植え、野菜等
クリスマス関連商品・冬の季節商品：クリスマスリース、編み
ぐるみストラップ（サンタ）、毛糸の帽子、マフラー等
問 福祉課 0238-26-6027
○

平成２７年度 置賜文化ホール自主事業のお知らせ
伝国の杜新春寄席 林家木久蔵＆三遊亭王楽二人会
人気テレビ番組「笑点」に出演している林家木久扇と三遊亭
好楽。その二人の息子、２代目林家木久蔵＆三遊亭王楽が米
沢にやってきます。ぜひ２人の爆笑落語を聞きにきてください。
■日時 ： 平成２８年１月９日（土）
■会場 ： 置賜文化ホール
（米沢市丸の内１-2-1 TEL 0238-26-2666）
■料金 ： 全席指定2,500円（当日3,000円）
（チケット取扱い：伝国の杜、大沼米沢店、イオン
米沢店、こまつ書店堀川町店）

二兎社「書く女」 ― 永井愛 作・演出

平成２７年度世界エイズデーキャンペーンテーマ
「AIDS IS NOT OVER ～だから、ここから～」

発

置賜総合支庁の本庁舎・西庁舎の売店に
ある障がい福祉事業所等の自主製品販売
コーナー「ふれあいショップ愛べ」については、
日ごろ御愛顧いただきありがとうございます。
お陰さまで「愛べ」も開設から９周年を迎え、
今年も恒例の記念バザーを開催します。ぜひ、一度足をお運
びください。

「たけくらべ」などの名作を残し、24年の生涯を閉じた日本
初の女性職業作家の樋口一葉の半生を舞台化。劇団「二兎
社」を主宰し、日本の演劇界を代表する劇作家・永井愛の名
作です。ぜひご覧ください。
■日時 ： 平成２８年２月９日（火）
■会場 ： 置賜文化ホール
■料金 ： 全席指定6,000円（当日6,500円）
（チケット取扱い：上記「伝国の杜新春寄席」と同じ）

伝国の杜オーケストラ・エキストラ出演者募集
置賜文化ホール自主事業「親子でたのしむ音楽会」（平成
２８年３月６日（日）開催）において、伝国の杜オーケストラの
団員と一緒に楽器を演奏していただけるエキストラ出演者を
募集します。置賜文化ホールで演奏してみたい方、ぜひご応
募ください。
■指揮：竹谷智氏（元山形交響楽団首席オーボエ奏者）
■予定曲目：交響曲第9番「新世界より」(A.ドヴォルザーク)他
■練習予定：
■団員との練習に参加していただくこととなります。 募集
パートなど詳しくは置賜文化ホール（TEL 0238-26-2666）
へご連絡ください。
問 地域振興課 0238-26-6018
○

今年もまた冬がやってきました。降り積もる雪は悩ましいものですが、置賜地
域ではその雪を活かしたイベントが各地で楽しめます。雪灯篭まつりなどの雪
まつりはお馴染みですが、その他にもスノーモービル体験や雪上バナナボート
で遊ぶことができます。体が冷えたら温泉のほか各市町で多彩なあったか料理
も提供しており、地域にまだまだ知らない魅力があることを教えられます。この
冬は「山形おきたま冬のあった回廊」ガイドブックを片手に、冬の楽しみを探しに
出かけてはみてはいかがでしょうか。 （産業経済企画課観光振興室）

