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まほろばの緑道（高畠町） 高畠鉄道山形交通高畠線の跡地に作られた約６kmの道に

は７００本の桜が植えられており、満開時には桜のトンネルができます。ウォーキングや

サイクリングが楽しめる花の名所です。（地域産業経済課観光振興室） 

  トピックス                                          ○問 農業技術普及課 0238-57-3411 

 川西町の女性・若手生産者が切り花ダリアの新たな魅力を発信！ 

 吉村知事にダリアのプリザーブドフラワーをお届けしました 
   ２月１０日、フラワーバレンタインにあわせて「切り花ダリアハウス栽培研究会」の

メンバーが県庁を訪れ、自ら栽培し

た切り花ダリアで試作したプリザー

ブドフラワーのコサージュを吉村  

知事に贈呈しました。 

  同研究会は川西町内で切り花 

ダリアのハウス栽培に取り組む女性・若手生産者５名で結成され、 

平成２７年度「山形県元気な女性・若者ビジネス応援事業」を活用し、

新たな市場開拓に取り組むとともに半永久的に保存できる加工品と

して人気が高いプリザーブドフラワーの販売を目指しています。 

知事からは「とてもきれいでうれしい。花があると気持ちが 明るく

なる。これからもがんばって欲しい。」と激励の言葉を頂きました。 

置賜総合支庁長就任にあたり、一言ごあいさつを申し

上げます。 

置賜地域は、長い歴史と特有の文化が息づき、県の

製造業を牽引している産業の集積があり、農業、観光面

の地域資源が多彩で、今後、益々発展していくポテン

シャルを有している地域であると認識しております。 

私は、置賜地域での勤務は初めてですが、地域発展、

地方創生のために、関係者の皆様方と一緒になって  

頑張ってまいる所存です。 

今年度は、第３次山形県総合発展計画の中で、今後 

４年間の実行計画となる新たな短期アクションプランが 

スタートする年度であり、総合支庁としてもその目標達成

に向けて各種事業を積極的に推進していかなければなり

ません。 

産業面では、地域中小企業の稼ぐ力の充実・強化や

有機エレクトロニクス関係の最先端技術の普及・移転 

などにより、付加価値の高い産業群の形成を促進して 

参ります。 

基盤産業である農業関連では、農業所得アップのた

め、農畜産物のブランド化や魅力発信と地域資源を活用

した６次産業化を促進して参ります。 

観 光 面 で は、

国内外から観光

客を 呼び込み、

地 域 内 を 周 遊・

滞在してもらうた

め、置賜ならではの資源を活用した誘客対策と戦略的な

情報発信を推進して参ります。 

また、住民の皆さまの健康に関しましては、米沢栄養

大学などと連携し、健康長寿につながる低栄養予防対策

に取り組んで参ります。 

さて、いよいよ今年度は東北中央自動車道 福島～ 

米沢間が開通し、置賜地域が山形県の南のゲートウェイ

となります。置賜総合支庁としてもこれを絶好の機会と 

捉え、各市町、関係機関と連携しながら地域資源の磨き

上げと情報発信を積極的に進め、高速道路開通の恩恵

が置賜全域に波及するようにしていかなければならない

と 考えております。 

置賜総合支庁では、組織内の横の連携はもちろんの 

こと、地域の皆さま、市町村、関係団体と力をあわせ、地

域の発展、活性化に向けた様々な施策を積極的に進め

て参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 予算編成の基本的考え方 

 第３次山形県総合発展計画における置賜地域の発展方向の実現に向けて、置賜地域の新たな短期アクショ

ンプランの推進に積極的に取り組んでいきます。 

Ⅱ 当初予算の概要                      

予算総額 4億1,874万円 
 ※平成２８年度当初予算 ３億９，８１４万円 

 

５，２４１万円 

１，４７０万円 

７９２万円 

２，９７９万円 

３億６，６３３万円 

１ 第３次山形県総合発展計画の推進                                                       

    テーマ１ 生活を支え、「置賜」の活力を生み出す、足腰の強い産業群の形成                    

    テーマ２ 住んで良かったと実感できる活力あふれる「置賜」の創造 

         テーマ３ 人々が行き交い豊かに暮らす魅力ある「置賜」に向けた基盤の整備              

２ その他（施設維持管理費、報酬職員費など）                        

 トピックス 平成２９年度置賜総合支庁当初予算について             ○問 総務課 0238-26-6006 

（産業振興施策に係る所管部経由予算対応分等を含む） 

この度、置賜総合支庁における保健・医療・福祉サービスを一元的に提供できる体制を整備するため、置賜保健

所の保健・医療部門を置賜総合支庁本庁舎に移転するとともに、保健福祉環境部を再編しました。再編後において

も、各担当ごとの電話番号は変りません。 

なお、各課の業務内容と問い合わせ先については、山形県ＨＰ ： ホーム > 組織で探す > 総合支庁 > 置賜総合

支庁 > 置賜総務課（連携支援室・防災安全室・出納室） > 置賜総合支庁の仕事一覧（業務内容と問い合わせ先）を

ご覧ください。 

 トピックス  平成２９年度置賜総合支庁の組織体制について      ○問 総務課 0238-26-6005 

 トピックス 置賜地域の短期アクションプランを策定しました          ○問 総務課 0238-26-6006 

山形県は概ね１０年間の県づくりの方向性を示すため、第３次山形県総合発

展計画を平成２２年３月に策定しました。また、この計画を実現するために重点

的に取り組む事業の方向性を短期アクションプランとして示しておりますが、この

度、今から４年間を実施期間とする新たな短期アクションプランを策定しました。 

短期アクションプランは全県版と置賜など県内４地域ごとの地域版で構成され

ていますが、地域版は管内市町などと連携した取り組みや地域固有の課題につ

いて重点・特化したものとしています。置賜地域版では、長期構想の第３次山形

県総合発展計画の中で置賜地域の発展方向に掲げる「取組みの基本方策」を 

３つのテーマとし、８の施策、２１の主要事業を設定し、新たなプランの目標達成

に向けて各種事業を積極的に推進してまいります。 

なお、置賜地域の短期アクションプランは、山形県のＨＰ ： ホーム > 県政運

営・地域情報 > 県政基本情報 > 総合計画・国への提案 > 第3次山形県総合発

展計画 > 第３次山形県総合発展計画 短期アクションプラン(平成２９年度～３２年度) > 置賜地域 でご覧にな

れます。 

■置賜地域の短期アクションプラン（ホームページアドレス）  

  http://www.pref.yamagata.jp/ou/kikakushinko/020060/kikakupdf/3zi-keikaku/h29_3_tankiap/113_oitama.pdf 

 ●保健福祉環境部 

  
 ・ 福祉課  

 ・ 環境課 

   

      本庁舎 

 ・ 保健企画課（検査室） 

 ・ 生活衛生課        保健所庁舎 

 ・ 地域保健予防課 

平成28年度 

 ●保健福祉環境部 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  ※検査業務は引き続き保健所分庁舎で行います。 

 ・ 保健企画課（検査室） 

 ・ 生活衛生課 

 ・ 地域保健福祉課          本庁舎      

 ・ 子ども家庭支援課 

 ・ 環境課 

平成29年度 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kikakushinko/020060/kikakupdf/3zi-keikaku/h29_3_tankiap/113_oitama.pdf


 

 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、東北地方を中心に未曾有の被害をもたらしました。大震災から  

６年が経過したものの、復興は道半ばの状況であり、現在も多くの避難者の方々が置賜地域に避難しています。 

大震災の犠牲者を追悼するとともに、今後の復興･再生を通した東北全体の発展を誓うため、東日本大震災復興

祈念事業が開催されました。 

３月１１日（土）、伝国の杜置賜文化ホールにて開催された「復興のつどい・追悼式」には、避難者約１２０名、一

般参加者約３００名、合計約４２０名の皆様にご参加いただき

ました。沖縄出身の歌手「まーちゃんうーぽ～」さんによるトー

クライブに続いて「追悼式」が挙行されました。 

 今年は吉村知事にも出席いただき、政府主催の東日本  

大震災六周年追悼式の中継をはさみながら、全国の皆さんと

心をひとつにして、犠牲者を悼み、復興の誓いを新たにしまし

た。 

  また、式典後には、第１回目にもお越しいただいた歌手の 

井上あずみさんから子どもたちと一緒におなじみの歌の合唱

を披露いただき、その後に実施された大抽選会では昨年お越

しいただいた加藤登紀子さんと一昨年お越しいただいた藤原

紀香さんからサプライズプレゼントとしてご自身の愛用の品物

などの提供により、会場を大いに盛り上げていただきました。 

事業報告 東日本大震災復興祈念事業（米沢会場）     ○問 総務課防災安全室 0238-26-6007 

 
 

狂犬病は哺乳類のほとんどの動物が感染し、発症し

たら１００％死亡する恐ろしい病気です。 

毎年、東南アジア地域ではいまだに犬に咬まれた人

が狂犬病を発症し約３万人が死亡しています。 

日本も５０年以上前には狂犬病の流行がありました

が、狂犬病予防法により犬の登録、予防注射、輸入動物

の検疫が行われ、世界でも数少ない狂犬病の発生がな

い国となりました。しかし、数年前に外国船で飼われてい

た狂犬病予防注射を受けていない犬が上陸し日本人が

咬まれてしまったという事件や台湾で狂犬病発生などが

あり、日本でも狂犬病が発生しないとはいえません。 

飼い犬を登録し、毎年、狂犬病予防注射を受けさせる

ことは飼い主の社会に対する大事な義務です。狂犬病の

集合注射は４月から始まりますので必ず、受けてくださ

い。また、動物病院でも狂犬病予防注射は受けられま

す。 

 
 

  お住まいの市や町の窓口に飼い主の登録をすること 
   

   

 

 

  年１回の狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせること 

 

   

 

   

  鑑札と注射済票を飼い犬につけること 

 シリーズ 動物愛護 犬を飼うために必要なこと             ○問 生活衛生課 0238-22-3750 

 事業報告 おきたま地域未来フォーラム              ○問 総務課連携支援室 0238-26-6021 

高齢化や人口減少が進む中、「オール置賜」での地域づくりの機運

を醸成するため、３月１８日、「おきたま地域未来フォーラム」を開催し

ました。 

 管内の地域づくり団体や高校生、行政職員など約６０人から参加い

ただき、パネルディスカッションやワークショップを通して、置賜地域の

課題や将来ビジョンについて共有を図りました。 

 パネルディスカッションでは、パネリストがそれぞれの活動や今後の

展望を紹介し、地域課題の解決には、高齢化や財政の状況を踏まえ

つつ多様な主体が協働し、夢のあるプロジェクトを実行することが  

必要といった意見が出されました。 

 置賜総合支庁では、今年度の東北中央自動車道の開通を契機とし

て、官民協働の地域づくり推進母体を立ち上げ、地域資源の再発見・磨き上げと発信を行っていきます。 

登録は１頭の犬につき、基本的

に生涯１回ですが、引っ越しした

場合等には移転先の市区町村

窓口への届出が必要です。 

生後９１日以上の犬には早く予防注射を

受けさせ、その後は１年に１回(予防注射

接種時期は４～６月)の予防注射で免疫

を補強させましょう。 

鑑札と注射済票は、登録と狂犬病

予防注射を受けたことを証明する

ための標識ですので、飼い犬に着

けておかなければなりません。 
 



 

■置賜文化ホール自主事業 

山形交響楽団 ユアタウン 

コンサート2017米沢公演 

 

 

 

 
 

■プログラム 

  歌劇「フィガロの結婚」より“恋とはどんなものかしら” 

  交響曲第40番ト短調K.550 ほか 

■日時：４月２２日（土） １５：３０開場 １６：００開演 

■会場：置賜文化ホール 

■料金：指定席4,000円 自由席3,000円  

      学生券（自由席）1,500円 

■チケット取扱い：伝国の杜、大沼米沢店、米沢楽器店、  

            音楽アズム館、こまつ書店堀川町店、山響事務局 

■その他：託児サービス 利用料1,000円  

       申し込み締め切り  ４月１４日（金） 

よねざわ市民ミュージカル 伝国座  

オリジナルミュージカル「梵天丸」 
伊達政宗生誕４５０年となる２０１７

年、政宗が生まれ育った米沢市では、

オリジナルミュージカル「梵天丸」を制

作します。（作・演出・振り付け  梶賀

千鶴子／音楽 上田亨／出演 よね

ざわ市民ミュージカル「伝国座」） 

■日時：① ５月２０日（土）  

       １７：００開場 １７：３０開演 

      ② ５月２１日（日） １３：３０開場 １４：００開演 

■会場：置賜文化ホール  

■料金：全席自由 前売一般1,000円・学生500円 

             （当日一般1,200円・学生600円） 

■チケットの取扱い：伝国の杜、米沢市市民文化会館、 

              大沼米沢店、こまつ書店堀川町店 

 

 

 

○問 総務課連携支援室 0238-26-6020 

伝国の杜・置賜文化ホール  

住所：米沢市丸の内1-2-1  TEL：0238-26-2666 

イベント情報 

 

                  花いっぱいの置賜を楽しもう！ 

置賜地域では、「置賜さくら回廊」をはじめとする桜に始まり、つつじ、

バラ、あやめ、ゆり、紅花などの花が次々と咲き乱れ、夏から秋、冬へと

花景色が続きます。 

   「やまがた花回廊」では、各地で咲く

花々の風景に加えて、地域ならではのおいしい食べ物、特色ある温泉、歴史など、たくさん

の魅力とともに、あたたかいおもてなしで皆様をお迎えしています。 

   今年は、米沢牛や地酒などの豪華賞品が当たる「温泉宿泊＆花めぐりプレゼントキャン

ペーン」をはじめ、アート作品を楽しみながらカフェなどを巡るスタンプラリー企画「ＡＲＴＳ  

ＳＥＥＤ」など、花々と一緒に地域の食や文化を楽しめる企画が盛り沢山です。 

   ホームページでは、桜の開花情報や地域のイベント情報を随時更新いたします。お出かけ

の際はぜひこちらのホームページをチェックし、置賜自慢の花めぐりをお楽しみください。 

 

 

 

○問 山形おきたま観光協議会 （観光振興室内） 0238-26-6046 

■源流の森オープニングイベントを開催します 
  ゴールデンウィーク明けの５月１４日（日）は「源流の森オープニングイベント」を 

盛大に開催します。例年、緑のプレゼント、森の恵み抽選会、森の屋台コーナーそし

て楽しい体験コーナーを用意しています。是非、家族みんなでおいでください。 

  また、同日源流の森周辺では、「全国白川ダム湖畔マラソン大会」や「白川湖体験

巡礼（巡視船による湖面散策）」も開催されていますので、一日春の息吹を満喫して

みましょう。 

○問 森林整備課森づくり推進室 

0238-35-9053 

オープンウィークのお知らせ 
源流の森は、４月２９日（土）からオープンします。 

オープン初日から５月７日（日）まではオープンウィークということで、

プレゼントやふるまい、利用料の割引などの特典もあります。  

「やまがた花回廊」ホームページアドレス 

 http://yamagata-hanakairou.jp/ やまがた花回廊 検 索 

可憐な名歌手 小林沙羅の歌

声＆心に寄り添う旋律国内外の

楽団で喝采を浴びる岩村力の

モーツァルト、共に米沢初来訪の

二人と山響のハーモニーをお楽

しみください。 

http://yamagata-hanakairou.jp/
http://yamagata-hanakairou.jp/


 

相 談 項 目 (担当電話番号) 日   時 会場・その他 

心の健康相談 ※ 

  地域保健福祉課 精神保健福祉担当    

               （0238-22-3015） 

 原則毎月第３水曜日（９：３０～） 置賜総合支庁本庁舎 面談室 

 原則毎月１回 

 ◎詳しくはお問い合わせください 

女性の健康相談 ※ 

  子ども家庭支援課 保健支援担当    

               （0238-22-3205） 

 毎週火曜日 （１３：００～） 置賜総合支庁本庁舎 面談室 

エイズ・性器クラミジア・梅毒・B型肝炎・ 

C型肝炎 来所相談・検査 

  生活衛生課 感染症予防担当 

               （0238-22-3002） 

 毎週月曜日 

 （受付時間１０：００～１１：００） 

置賜総合支庁本庁舎 

  健康相談室 
 

◎無料・匿名で受けられます。 

● ※は予約制です。詳しい日時は各担当までお問い合わせください。 ● 費用は無料です。 

● 電話での相談は、随時受け付けています（平日８：３０～１７：１５）。 

● 上記以外の健康に関する相談も受け付けていますので、お気軽にお電話ください。 

 

お 知 ら せ 
フラワー長井線シンボル車両本格運行開始！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

山形鉄道フラワー長井線に今年１月お目見えしたシン

ボル車両がオリジナル弁当やスイーツを味わえる企画列

車として本格運行します。 

デビューは４月１日の昼頃の時間に、白鷹町赤湯から

南陽市赤湯の運行です。 

今後の企画列車としての運行はまだ決まっていません

が、貸切列車としては使用できますので、ぜひ皆様、フラ

ワー長井線をご利用ください。  

○問 総務課連携支援室 0238-26-6021  

シンボル車両は木目

調の床材及び壁面を

間接照明が照らす落ち

着いた内装です。 

テ ー ブ ル 使 用 時 で 

４４席（テーブル：３人

用１２脚、４人用２脚）

あり、お食事やお飲み

物(アルコール含む)を車内でお楽しみ頂けます。 

また、スポットライト付きの舞台に、アンプ、オーディオ

スピーカー、マイク４本を完備しています。列車を使った

会議や打ち合わせ、イベント等にぴったりの車両です。 

■ご予約・お問い合わせ 

  山形鉄道株式会社 0238-88-2002 

  置賜３市５町の芸術文化協会、文化行政担当課及び置

賜総合支庁で構成する「置賜文化フォーラム」では、置賜

地域の皆さんが企画・運営する文化事業を支援します。 
 

例えばこのような文化事業の申請をお待ちしています。 

 ○置賜地域の文化資源（地域に残る歴史的な建造物等） 

   を活用する事業 

 ○福島県、宮城県又は山形県内の他の地域の団体との 

     文化的交流促進を図る事業 

 ○地域の伝統的な文化芸術の保存・継承・活用を目的に 

  次世代の文化を担う人材の育成等を図る事業 
 

■申請期限：４月１４日（金） 

■支援の内容、条件 

  ・置賜文化フォーラムが補助金を交付（最大３０万円） 

   ・対象となる団体は、置賜地域の団体や住民を主体と

し、規約・構成が明確で適正な会計処理が可能な実行

委員会等 

■申請方法 

     実施要綱の内容をご確認のうえ、申請書を作成し、提 

    出してください。 

   ◎実施要綱等ダウンロード先：http://okibun.jp/  

■申請・お問い合わせ 

   置賜文化フォーラム事務局（総務課連携支援室内） 

   Tel 0238-26-6019 

■支援の決定 

    置賜文化フォーラムで審査し、５月中旬を目途に支援 

     対象団体と補助金額を決定します。 

 ○問 総務課連携支援室 0238-26-6020  

   置賜文化フォーラム事業  

平成29年度 地域文化振興支援事業のご案内 
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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。 

    春の陽気に誘われて外出するのが楽し

い季節となりました。春は交通ルールに 

不慣れな新入学児童や運転が未熟な新社会人等が新たに道路交通に

参加し始め、さらに高齢者の屋外での活動が活発化することから交通

事故の多発が懸念されます。 

 

  毎年４月２日は、平成１９

年に国連が定めた世界自閉

症啓発デーです。厚生労働

省では、この日から８日まで

を「発達障害啓発週間」と位

置付け、自閉症をはじめとす

る発達障がいへの理解促進

に向けた取り組みを実施して

います。 

自閉症の人たちは、脳の発達の仕方の違いから、「他

の人の気持ちや感情を理解すること」「言葉を適切に使う

こと」「新しいことを学習すること」等が苦手です。一般的な

「常識」を身につけることも苦手なため、真面目に取り組ん

でいても誤解されることがあります。また、人ごみや大きな

音、光といった刺激に対し非常に過敏であったりします。 

しかし、自閉症の人たちはまっすぐ、純粋に生きていま

す。自閉症の人たちの特性を周囲の人々がよく理解し、

「よい点」を見つけるようにしてもらうと、社会の中で生き生

きと暮らすことができます。 

自閉症をはじめとする発達障がいについて理解を深め

ることは、発達障がいのある人だけでなく、誰もが幸せに

暮らすことができる社会の実現につながるものです。 

皆さんもこの機会に考えてみませんか？ 

○問 子ども家庭支援課 0238‐22‐3205 

４月２日は世界自閉症啓発デーです 自動車税の納期内納税について  

自動車税の納期限は、５月３１日（水）です。忘れずに、

納期限までに納めましょう。 

お手元に納税通知書が届きましたら（５月上旬）、お近く

の金融機関、各総合支庁税務担当課、コンビニエンストア

で納付できるほか、期限内であればインターネットを使っ

たクレジットカードによる納付を行うこともできます。 

なお、５月中旬を過ぎても転居等により納税通知書が

届かない方は担当課までに御連絡ください。 

また、口座振替は納期限の日に預金口座から振替納

税され、手間がかからず便利です。金融機関で、平成３０

年２月までに申し込みいただくと、来年度（平成３０年度）

から口座振替になります。    

○問 税務課 0238-26-6014 

   毎年５月３１日は、世界保健機

関（ＷＨＯ）が定める「世界禁煙

デー」で、今年で３０回目を迎えま

す。厚生労働省では、平成４年に

世界禁煙デーに始まる１週間を

「禁煙週間」（５月３１日～６月６

日）と定めて、普及啓発を行って

います。 

この機会に、ご自身や身近な方、そして未来を担う子ど

もたちの健康のため、喫煙と健康について考えてみませ

んか？ 

喫煙は、肺がん、心臓病、脳卒中、歯周病などのリスク

を高め、肌のシワ、シミ、たるみなどの原因になるなど美

容にも影響します。また、受動喫煙（自分の意思と関係なく

周囲のたばこの煙を吸わされること）でも、肺がんや心臓

病のリスク、また妊婦の場合は流産・早産のリスクが高ま

ります。 

「タバコをやめたい」と思った時がチャンスです。医療機

関では禁煙が継続できるよう治療・相談も行っています。 

また、山形県では健康長寿日本一を目指して、受動喫

煙のない地域づくりを進めるため、平成27年2月に「やまが

た受動喫煙防止宣言」を制定しました。皆様からの「受動

喫煙防止宣言」も募集しています。詳しくは県のホーム

ページをご覧ください。 

      

 

○問 保健企画課 0238‐22‐3004 

５月３１日は世界禁煙デーです 

山形県たばこ対策 検 索 

犬ねこの譲渡前講習会のご案内 

この講習会は、置賜保健所が引取り等

を行った犬やねこの譲渡を希望する方に

受けていただくものですが、譲渡を希望し

ない方であっても受講が可能です。 

関心のある方は、ぜひ受講してくださ

い。 

■日時：毎月第３木曜日 １４：００～ 

■場所：置賜保健所分庁舎 

      （米沢市金池三丁目1-26） 

  ・講習時間は約１時間です。 

  ・平成２９年度から開始時間が変りましたので、 

      ご注意ください 

  ・事前に電話（0238-22-3750）でお申し込みください。 
 

  置賜保健所のホームページ「犬猫の新しい飼い主探し

掲示板」では、「新しい飼い主探し情報」と「保健所の動物

譲渡情報」がご覧いただけます。 

 

 
 

 ○問 生活衛生課 0238-22-3750 

置賜 犬猫 検 索 

http://yamagata-hanakairou.jp/
http://yamagata-hanakairou.jp/

