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やまがたおきたまワイン回廊 置賜地域の７つのワイナリーでは、地元産のぶどうを原料

に高品質で個性豊かなワイン造りが行われています。ワイナリーのおすすめワイン情報

などを掲載したパンフレットを道の駅や観光施設で配布しています。（地域産業経済課） 

●山形県側開通式 
米沢八幡原ＩＣで行われた山形県側

の開通式で、吉村知事は「今回の開通

区間は、県民あげて待ち望んでいた本

県南側の新たな玄関口。関東圏及び

太平洋側との物流の効率化や、観光

交流の促進など、『やまがた創生』の 

●福島・山形両県合同セレモニー 

11月4日、午後3時の開通に先立

ち、新たに整備された栗子トンネル

（8,972ｍ）の山形県側出入り口付近

で、福島・山形両県の合同セレモニー

が行われました。 

石井国土交通大臣、吉村山形県知

事らがテープカットし、くす玉が割られ

ると、出席した関係者280人から大き

な拍手が湧き上がりました。 

●置賜総合支庁の取組み 

開通区間は、通行料金が無料で、

無料トンネルでは日本一の長さの栗

子トンネルがあります。福島・米沢間

の所要時間は20分短縮され、トンネル

により、冬期間の安全性や定時性が

向上しています。 

置賜総合支庁では、開通に合わ

せ、イベントや各市町・各種団体等と

連携して様々なＰＲ活動や誘客対策 ○問 建設総務課 0238-26-2232 

●開通パレード 
合同セレモニー終了後、関係者を乗

せた車がパレードし、栗子トンネルの

通り初めを行いました。 

実現に繋がるものと大いに期待してい

る」と開通の喜びを述べました。 

開通を前に、米沢市内の3カ所のイン

ターチェンジ付近には長蛇の車列が 

でき、東北中央自動車道への期待の高

さがうかがえました。 

を行ってきました。 

管内の主な観光施設では、昨年同期

と比較して、観光客の入込みに2倍から

1割程度の伸びが見られ、特に福島ナン

バーの車が多く、開通の効果を実感し

ているとのことです。 

こうした開通の効果を追い風に、今後

も地域活性化を図る活動に取り組んで

まいります。 



 

  

事業報告 平成29年度第2回地域議員協議会を開催           ○問 総務課 0238-26-6006

11 月 4 日（土）に、や ま が た ハ ッ

ピーライフカフェ（置賜地域）を、東京

有楽町のふるさと回帰支援センター

で開催しました。 

これは、置賜3市5町などで組織

し、移住交流人口の拡大を図ること

を目的とした置賜地域移住交流推

進協議会（事務局：置賜総合支庁総

務課連携支援室）が置賜地域への

移住に関心のある方を対象に、平成

27年度から東京で開催している移住

セミナーです。今回は「県内出身の

若者などと、地元産業とのマッチン

グ」をテーマに、地元産業の紹介を

ふまえた各市町の魅力ＰＲ、長

井市への先輩移住者 村田 孝

さんから起業・暮らしの体験談

披露、各市町担当者による個

別相談会などを行いました。 

当日は、首都圏在住の方を中

心に13名の参加者があり、体

験談などの話を興味深く聞くと

ともに、個別相談会では、首都圏で

働いているが、置賜でのＵターンを

希望する人や、妻が出身の山形県

にいずれは移住したいと考え、12月

の移住体験ツアーに興味がある方

などが、各市町の担当者に相談して

いました。 

芸術、学術分野で功績のある個

人・団体を顕彰する齋藤茂吉文化

賞、産業や科学技術の発展に貢献

された個人又は団体を顕彰する山

形県産業賞、山形県科学技術賞の

表彰式が11月3日に文翔館（山形

市）で行われ、置賜からは２個人が

選ばれました。 

齋藤茂吉文化賞を受賞された宮

内アララギ会代表の牧野房さん（南

陽市在住）は、小学校教員時代から

短歌を作り続け、多くの歌

集を出版するなど歌壇で

活躍するほか、小中学校

の短歌教室の講師として

後進の育成に貢献されま

した。  

山形県産業賞を受賞さ

れた内藤文德さん（米沢市

在住）は、県及び置賜地区

の観光関係団体の会長等

として、長年にわたり観光

誘客や受入態勢の整備、

県産品の販売拡大に尽力し、本県

における観光客の拡大、本県産業

の発展に貢献されました。 

受賞された方々には、今後も県勢

発展のため力添えを期待いたします。  

トピックス 齋藤茂吉文化賞、山形県産業賞の贈呈             ○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

29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29日、 

置賜総合支庁西置賜地域振興局に

おいて開催されました。 

 審議においては、まず、清野総合

支庁長から、東北中央自動車道開

通に関する状況や、冬の観光誘客

の取組み、管内における

経済動向と雇用情勢、農

作物の作柄概況、高速道

路及び主要道路の整備

状況及び吉野川等災害

復旧事業の進捗状況に

ついて説明しました。ま

た、迎田教育事務所長か

ら、全国学力・学習状況

調査結果の概要及びいじめ認知件

数・不登校児童生徒の状況について

説明しました。 

 質疑では、東北中央道開通後の周

遊観光や産業振興に向けた取組

み、空き家対策、東京オリンピック・

パラリンピックにおける地元産品の

売り込み、女性や若者を中心とした

農林業者に対する支援、置賜地区

動物愛護センターの取組みと今後の

展開、地元企業の雇用確保に向け

た取組みと教育の重要性、「道の駅

米沢」での地元産品の販売促進な

ど、県政全般について活発な議論が

交わされました。 



 
 

イベント情報 

 ふれあいショップ『愛べ』」11周年記念バザー開催のお知らせ 

 “からだもこころもあったまるべ！”  

 やまがた冬のあった回廊キャンペーン実施中 
期間：平成29年11月16日～平成30年3月31日 

米沢牛、17の蔵元、9つのワイナリーがある置賜地方と上山市。冬の寒さが厳し

いところだからこそ、ここでしか楽しめない特別な体験が待っています。 

「やまがた冬のあった回廊キャンペーン」では、スキー・スノーシューなどの雪遊び、

米沢牛を格安でお召し上がりいただけるプラン、酒蔵めぐり、ワイン列車など、特別

企画満載で、皆様をお待ちしております。 

 また、2月28日まで、冬の“おきたま・かみ

のやま”を楽しくお得にめぐることができる 

「手形」を発行しています。 

手形を入手した方だけにWチャンス！ 

チャンス①スタンプラリー スタンプを集めて応募すると、抽選で豪華賞品プレゼント 

チャンス②特典・サービス 手形のご提示で割引特典や優待サービス 

 「食べて」、「飲んで」、「遊んで」、「買って」、「温泉に入って」、あったまろ～！  

 詳しくは、パンフレットまたはホームページを 

ご覧ください。 

置賜総合支庁本庁舎・西置賜地域

振興局売店の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。 

お陰さまで開設から11周年を迎え、今

年も恒例の記念バザーを開催します。 

障がいのある方が心を込めて手作りした

自主製品を、直接販売するバザーです。

パンやお菓子のほかに、クリスマス商品な

ど季節商品も取り揃えてお待ちしていま

す。皆さんお誘いあわせの上、是非おい

でください。 

■開催日程 

12月  8日(金) 西置賜地域振興局 

12月12日(火) 本庁舎 

時間：午前11時30分～午後1時30分 

場所：１階ロビー ○問地域保健福祉課 0238‐26‐6028 

 おきたま食の銘店めぐりスタンプラリー実施中！  期間：平成29年10月19日～平成30年1月31日 

応募方法 

 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。さらに

置賜を周遊すると賞品がランクアップ！ 

応募締切  

平成30年2月1日（木）当日消印有効 

○問 「おきたま食の応援団」（事務局：農業振興課）0238-26-6051 

「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４個集めると、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」を開催中です！ 

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！ 

詳しくは、参加店舗等備え付けの専用

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。 

素敵な賞品が合計128本！ 

A賞〈5千円相当〉からＣ賞〈1～2千円相

当〉に加え、さらに豪華なＳ賞やＳＳ賞

〈ペア宿泊券など〉もご用意しました！ 

○問 やまがた冬のあった回廊キャンペーン実行委員会（事務局：地域産業経済課観光振興室）0238-26-6046 

あった回廊 検索 

おきたま食の応援団 検索 

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


 
 

置賜文化フォーラム アートマネジメント事業  「街が面白くなる、アート企画のつくり方」 展覧会いよいよ開催！ 

 置賜、昨日・今日・明日へつづく ＯＴＯ 

知って得する情報  犬・猫の譲渡について                ○問 生活衛生課 0238-22-3750   

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。お知

り合いにもご紹介をお願いします。 

なお、12月1日から置賜保健所分

庁舎脇に「置賜地区動物愛護セン

ター」を移転開設しました。新しい活

動拠点で動物にも住みよい地域づく

りを目指してまいります。 

 STEP１ 譲渡前講習会のご案内 

保健所から犬・猫を譲渡する前に必ず  

受けていただく講習です。 

■日時 ： 毎月第3木曜日 午後2時から 

■場所 ： 置賜保健所分庁舎 

       （米沢市金池3丁目1‐26） 

■参加費 ： 無料 

※事前に電話でお申し込みください。 

街をアートで「面白くしたい」と集まった有志で、置賜地域のさまざまな「ＯＴＯ

（音）」を録音し、そのストーリーとともに展示します。 

脈々と受けつがれてきた、懐かしい「ＯＴＯ」の風景。 

これからの置賜を、考えさせれらる「ＯＴＯ」の物語。 

置賜の今昔を伝える「ＯＴＯ」のドキュメンタリーアートを、ぜひあなたの目と耳で体感

してください。 

■日時：12月3日(日)～10日(日) 午前10時～午後６時 

                                                                (最終日は午後４時まで） 

■会場：ナセＢＡ「よねざわ市民ギャラリー」 第６・７展示室 

      （米沢市中央1丁目10-6  TEL 0238-22-6400） 

＊置賜文化フォーラムでは、文化芸術活動の企画力向上をテーマとした講座

「街が面白くなる、アート企画のつくり方」を開催しています。現在、「置賜が面

白くなる」展覧会をみんなで一緒に企画しています。 

○問 総務課連携支援室 0238-26-6020 

 おしょうしな市「暮れの市」を開催します！ 

「おしょうしな市の会」（置賜の生産者

18名で構成）は、毎月第2・4木曜日の

お昼に、自慢の農産物等を直接販売す

る「おしょうしな市」を開催しています。 

12月21日（木）は今年最後の市と

なり、1年間の御愛顧に感謝し「暮れの

市」を開催します。会場は本庁舎2階講

堂で、野菜やもち米、りんご、ラ・フランス、

菓子類、シクラメン等を販売する予定で

す。会員一同、皆さまのお越しをお待ちし

ております。  

■日時：12月21日（木） 正午～午後１時 

■場所：置賜総合支庁本庁舎２階講堂（米沢市金池７－１－50） 

■主催：「おしょうしな市の会」 

■イベント：感謝の気持ちを込めて「なめこ汁」の振舞いを行います（先着順） 

○問 農業技術普及課 0238-57-3411 



 

 

なごみ～る（就労継続支援Ｂ型事業所：米沢市） 

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２０１７』が開催さ

れ、置賜地区でも下記の日程で献血

キャンペーンを実施します。 

 ■日時：12月3日（日） 

         午前9時30分～午後4時 

 ■場所：イオン米沢店  テレビ広場（１階） 

今回も「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。 

また、「骨髄バンク ドナー登録・説明会」も併せて

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

ち寄りください。 

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。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 

 
お 知 ら せ 

第２回 

シリーズ 

◆クリスマスケーキ（○本）  
生クリームとチョコ生クリーム 

の２種類です。 

ふんわりとしたスポンジに 

甘さ控えめの生クリームが 

相性ばっちりのケーキです。 

ぜひご賞味ください。 

        ６号 ￥3,800  
※デザインは変わる場合があります。 

※愛べ（本庁舎売店）で予約受付中です。12月19日～

21日、25日は愛べでケーキを受け取れます。 

 なごみ～るでは障がいをお持ちの方の就労の手助けと

なるよう美味しいお菓子を一緒に製造し提供させていた

だいております。 

■お問い合わせ 菓子処 なごみ庵 門東町2-8-38 

              電話 0238-49-8921 

手作りクッキー各種（○本  ○西 ） 

ひとつひとつ丁寧に手作りしているクッキーです。 

・なごみんクッキー 

 (くるみ・塩キャラメル)  ¥70 

・しなもんまこちゃん     ¥70 

・ちゅい～る         ¥70 

・アーモンドスティック  ¥120 

○問 地域保健福祉課 0238-26-6028 

まだ食べられるのに捨てられてしまう食品、いわゆる食

品ロスは年間621万トン発生しています。この量を国民１人

１日当たりにするとお茶碗約１杯分（約134グラム）に相当

します（平成26年度農林水産省推計）。特に宴会では食べ

残しが多く発生しています。 

そこで、忘年会や新年会が増える12月・1月に宴会時の

食べ残し削減に向けたキャンペーンを実施しています。

「おいしく残さず食べきろう！」を合言葉にして宴会では次

の「宴会５箇条」を実践してみましょう。 

道路除雪へのご協力のお願い 

 安全で快適な冬期間の道路交通の確保のため、除雪

についてご協力をお願いします。 

 １ 車道除雪後のご自宅の出入口の雪の除去につい

て、ご理解とご協力をお願いします。 

 ２ 道路通行の障害になりますので、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 樹木からの落雪や倒木によ

る事故の原因となりますの

で、道路際に樹木を所有さ

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 。 
 

●お問い合わせ、危険箇所の通報先 

    道路計画課 0238-26-6080 

   西置賜道路計画課 0238-88-8229 

 

 

 

○問 環境課 0238-26-6034 



 

 

 
 発    行    元 

置賜総合支庁 総務企画部 

         総務課 総務係   

 ＴＥＬ ０２３８（２６）６００４ 

 ＦＡＸ ０２３８（２４）１４０２  

皆さまのご意見・ご感想を

お待ちしております。 

    ストーブが恋しい季節になりました。森林整備課

では本庁舎１階ロビーにペレットストーブを展示し

ています。ペレットストーブは、地域の再生可能な森林資源を燃料として活

用する環境に優しいストーブです。ゆらめく炎が癒し効果を演出するほか、

ストーブから出る温風は、石油ファンヒーターと比較して柔らかく心地よい温

風と言われています。冬期間は毎日運転していますので、ぜひ、その良さを

実感してみてください。（森林整備課） 

 

家族団らん 心あったか 笑顔で省エネ 
冬は、暖房器具等を使用すること

により、エネルギー消費量が多くなる

季節です。地球温暖化対策と効率的

なエネルギーの活用に向けて、普段

の生活のちょっとしたことから節電と

省エネに取り組みましょう。 

●使用していない照明はこまめに消す。 

●テレビを見ていないときは消す。 

●お風呂は間隔をあけずに入る。 

●電気こたつや電気カーペットの設定温度を低め 

 （強→中）にする。 

●冷蔵庫にものを詰めすぎない。 

※インフルエンザ等が流行する季節ですので、健康に   

留意して、無理のない範囲で取組みにご協力ください。 

○問 環境課 0238-26-6033 

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！ 

３ やっつける 
食品は８５℃以上で９０秒間

加熱。器具は塩素で消毒。 

４ 付けない 
調理前の手洗い。 

使い捨て手袋の使用。 

１ 持ち込まない 
外での感染に注意する。 

帰宅後に手を洗う。 

２ 拡げない 
嘔吐物の適正な処理。 

ドアノブなどの消毒。 

○問 生活衛生課 0238-22-3740 

ノロウイルスによる食中毒に注意しましょう！ 

11月に島根県において鳥インフルエ

ンザに感染した野鳥が確認されました。

県内ではまだ発生していませんが、これ

からは発生の懸念が高まる季節です。 

死亡した野鳥を見つけたら、最寄りの

市町又は総合支庁環境課にご連絡くだ

さい。 

野鳥との接し方について 

●野鳥はインフルエンザウイルス以外にも様々な細菌や

寄生虫をもっている場合がありますので、必要がないと

きは野鳥に触れないでください。 

●野鳥など野生動物に触れた後には、手洗いとうがいをし

ていただければ、過度に心配する必要はありません。 

鳥インフルエンザウイルスの人への感染について 

 鳥インフルエンザウイルスは、野鳥と濃密な接し方をしな

い限り、人に感染しないと考えられています。正しい情報

に基づいた、冷静な行動をお願いします。 

◇山形県のホームページに対応を掲載しています。 

「野鳥が死亡しているのを見つけたら」（PDFファイル）を 

ご覧ください。 

●連絡先、野鳥に関する相談窓口 

環境課  0238‐26‐6035 

野鳥が死亡しているのを見つけたら 

 

油断大敵！冬期間の油流出事故にご注意ください 

 灯油の利用が増える冬は、河川や水路に油が流出する

事故も増加します。その多くがうっかりミスによるものです。 

   油が流出すると水や土壌の

環境汚染をもたらすばかりでな

く､流出防止のためのオイル

フェンス設置、吸着マットによる

吸い取りなど、大掛かりな対応

が必要となります。この対応に

かかる費用は原因者が負担し

なければなりません。 

■油流出事故の主な原因 

●給油中にその場を離れた、目を離した、ホームタンクの

バルブの閉め忘れなど給油時の不注意 

●除雪や雪下ろし作業で、ホームタンクや配管を破損 

■油流出事故を防ぐための心がけ 

●ホームタンクから給油するときは、その場を離れない、

目を離さない！しっかり元栓を閉め、確認する。 

●ホームタンクや配管に破損や亀裂がないか、常に点検

を行う！ 

●屋根からの落雪や除雪時に注意する！ 

流出事故を起こした場合、または、発見した場合はすみ

やかに最寄りの消防署・警察署、市町の環境担当課、総

合支庁にご連絡ください。 

早期の対応が、被害の拡大を防ぎます！ 

●流出事故の連絡先、相談窓口 

                 建設総務課 0238‐26‐6008 

環境課 0238‐26‐6035 

「冬の省エネ県民運動」実施中！ （12月～3月） 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050011/sizenkankyo/publicfolder201411190121867925/281124yatyousibou.pdf

