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おきたま 

クイズで 

知ろう！ 

４ ２０２０

 置賜には趣ある古木から華やかな桜のトンネルまで、数々の桜の名所があります。 

長井市にある「伊佐沢の久保ザクラ」は大正13年に国の天然記念物に認定されてい

るエドヒガンザクラです。さて、植えられたのは約何年前でしょうか？ 

① 300年前（江戸時代）② 900年前（鎌倉時代）③1200年前（平安時代）   

新年度の始まりにあたり、一言ごあいさつを申し上

げます。 

新型コロナウイルスについては、県内でも感染者が

確認され、県民生活や経済活動に大きな影響を及ぼ

しております。県といたしましては関係機関・団体との

連携を密にし、情報収集を行いながら、県民の皆様に

対し感染症予防対策など不安解消のための正確な

情報提供を適切に行うとともに、医療提供体制の確

保、県内経済の安定に向けて対応してまいります。 

 県では、これからの県土づくりの方向性を示す「第

４次山形県総合発展計画」を策定いたしました。「人

と自然がいきいきと調和し、真の豊かさと幸せを実感

できる山形」を基本目標に、本県ならではの人と自然

の健全なバランスのもと、県民一人ひとりの希望や想

いを大切にして、真の豊かさ、生きがい・幸せを実感で

き、将来にわたって持続的に発展し続ける、質の高い

「新しいやまがた」の暮らし、社会経済、地域の姿を目

指してまいります。 

置賜地域の発展に向けては、 

ⅰ「置賜」地域の総合力を結集した高付加価値産業

群への進化 

ⅱ「置賜」の持続的発展を支える、活力あふれる地域

社会の形成 

ⅲ人々の交流で賑わう「置賜」を支え、地域の価値を

高める社会基盤の形成 

をテーマとして取り組んでまいります。 

地域の発展、活性化に向け、管内市町や関係団

体及び地域の皆様と力をあわせて課題解決に向けて

取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

新年度のあいさつ 

置賜総合支庁長  渡辺 将和
わたなべ まさかず
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萬世大路が「山形の宝」に登録されました  

                  ○問  建設総務課 建設技術・事業調整担当 0238-26-6099 

 この度、選奨土木遺産にも認定されている「萬世大路」が、「未来に伝える山形の宝」に登録され、令和２年

２月５日（水）に県庁で登

録証が交付されました。 

 交付式には、歴史の道土木

遺産萬世大路保存会から梅

津会長、金子総務部長が出

席され、代表して梅津会長が

吉村知事より認定証を受け取

りました。 

伊佐沢の久保ザクラ 



 

置賜地域農林水産業若者賞表彰                               ○問 地域産業経済課 0238-26-6041 

 ２月21日（金）、置賜総合支庁において「令和元年度置賜地域農林水産業若者賞」の表彰式を開催しま

した。この賞は、農林水産業の振興発展や人材育成に役立てることを目的に、地域で活躍する若者の優れた功

績や取組みを表彰する総合支庁長表彰です。 

＜受賞者（２名）＞ 

 〇井上 清人 さん 【川西町、稲作・畑作等】 

  ＪＡ山形おきたま青年部委員長等の役職を歴任し、各種

講習会や交流会を通じて若手農業者の経営意識や意欲の

向上に寄与。また、えだまめ生産について法人化を見据えた

組織的な営農を行っている。 

〇鈴木 光隆 さん 【南陽市、稲作・果樹】      

  地域の若手農業者で設立した農事組合法人の代表者とし 

  て経営強化に取り組む。また、果樹の高品質化に積極的に 

  取組み、特にさくらんぼの品評会では高い評価を得ている。 

 

 

      

保健だより 

保健所で行っている各種相談一覧 

事業報告 

◆ 左２番目から井上さん、鈴木さん  

内    容 日    時 お問い合わせ先 

子どもの健康や育児についての相談 随時 

子ども家庭支援課 

保健支援担当 

０２３８－２２－３２０５ 

女性の健康相談 

（妊娠・出産・不妊など） 

毎週火曜日 午後1：00～ 

（事前に予約しておいでください。） 

医療費助成申請 

（指定難病・特定不妊治療など） 
随時 

こころの健康相談 

随時 

精神科医による相談を、米沢で毎月、長井

で奇数月予定しています。 

（事前に予約しておいでください。） 

地域保健福祉課 

精神保健福祉担当 

０２３８－２２－３０１５ 

エイズ・梅毒・クラミジア 

B型C型肝炎ウィルス相談 

血液検査 

検査・相談：毎週月曜日 

午前10：00～11：00 

事前予約制（無料、匿名） 

生活衛生課 

感染症予防担当 

０２３８－２２－３００２ 

置賜保健所では次のとおり相談等を実施しています。お気軽にご利用ください。 

＊こまめな手洗いやアルコール製剤での消毒 

 ・外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗いましょう。・石けんで洗い終わったら十 

    分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かしましょう。・アルコール製剤での消毒も効果的です。 

＊「咳エチケット」 

 ・咳が出る時はマスクをする。 ・咳やくしゃみをする時はマスクやティッシュ、腕などで鼻と口をおさえる。 

 ・使ったティッシュはすぐゴミ箱へ。 ・近くに人がいるときは顔をそむける。 

＊新型コロナ受診相談センターのコールセンターが開設されました 

 フリーダイヤル ０１２０－８８－０００６ 毎日２４時間対応・土日祝も受け付けております。 

◇山形県における≪感染者の発生状況≫や≪検査実施状況≫については、県ホームページの 【新型コロナ 

    ウイルス感染症に関連するポータルサイト】 をご覧ください。 生活衛生課 ０２３８－２２－３００２ 

新型コロナウイルス感染症 予防のポイントと問い合わせ先 



                                  

 

知って得する情報   

イベント情報 

   冬季閉鎖していた「源流の森」がオープンします。 

今年は少雪のため、例年より早い４月２５日（土）からオープンし

ます。（開園時間：午前9時～午後4時30分） 

五月の新緑のもと、アウトドアで運動不足を解消し、「源流の森」で

リフレッシュしてみませんか。 

なお、「源流の森」では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

当分の間、下記のとおりの運用とします。 

 

 ・ 令和２年度「オープニングイベント」は行いません 

 ・ 「アトリエ」及び「源流の森ロッジ」等屋内施設は使用できません 

 ・ 「丸太とロープの冒険」及び「森の案内」など常設プログラムは行い 

    ません 

 ・消毒液を玄関及びトイレに設置します 

■ 生活衛生課乳肉衛生管理担当 電話0238-22-3750 

 

【犬の飼い方】 

飼い犬は、あなたの大切な家族です。正しい飼

い方をして事故やトラブルを防ぐことが飼い主の責

任です。 

○犬を飼ったら、必ず市町に登録をしましょう。 

○毎年、狂犬病予防注射を受けましょう。 

○鑑札と注射済票は、首輪に着けましょう。 

○散歩するときは、必ずリードを付け、糞尿の始末

をしてください。放し飼いは、県条例違反です。 

○鳴き声などで、近所の迷惑に

ならないように注意しましょう。 

○最期まで責任を持って 

       飼いましょう。 

 

【狂犬病予防集合注射がはじまります】 

狂犬病はほとんどの哺乳類が感染し、発症したら

100％死亡する恐ろしい病気です。毎年、世界中で5万

人以上の人が亡くなっています。 

狂犬病予防法では、人の感染を予防する目的で、犬

に狂犬病予防注射をすることを義務付けています。 

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月から各地区で始まりますので、必ず受け

てください。集合注射に参加できない場合は、動物病院

でも狂犬病予防注射は受けられます。 

 

4月1日から多くの事業所・飲食店が屋内禁煙となります 

 健康増進法が改正され、今年4月から原則屋内禁煙が義務化されます。県では、

2018年に「山形県受動喫煙防止条例」を制定し、国の法律と合わせ、より効果的な受

動喫煙防止の取組みを推進することとしています。 

 また、５月31日はWHOが定めた『世界禁煙デー』です。喫煙は、肺がんや心臓病、脳

卒中、歯周病等のリスクを高め、肌のシワ、シミ等美容にも影響します。周囲のたばこの煙

を吸わされる「受動喫煙」でも、肺がんや心臓病、流産・早産のリスクが高まります。法改

正により受動喫煙防止対策が一層強化される中、この機会に皆さんもたばこの影響につ

いて考えてみませんか。 
■保健企画課 健康長寿推進担当  0238-22-3004 

◆水没林（４月から５月中旬は、隣接する 

白川湖面に出現するヤナギ類の水没林の新緑 

が美しい） 

■森林整備課 森づくり推進室 電話0238-35-9053 

お 知 ら せ 

源流の森がオープンします 



 
 

お 知 ら せ 

■総務課 連携支援室 電話 0238-26-6021  

４月２日は世界自閉症啓発デーです 

   置賜総合支庁 総務企画部 総務課 企画調整担当  

    住所：〒992-0012 米沢市金池７丁目１－５０ 

TEL：0238-26-6100    FAX：0238-24-1402 

URL：http://www.pref.yamagata.jp/regional/okitama_bo  

■子ども家庭支援課 保健支援担当 電話 0238-22-3205 

おきたま元気創造ラボ 

「OKITAMAベストロケーションフォトコン」写真展を開催！ 

 この度、置賜地域みんなで子育て応援団では、置賜地

域の子育て情報を発信する新たなサイト「ウキウキたむたむ」

をニューオープン。遊ぶ、食べるなどのお出かけスポット、子育

てイベント情報などなど、お役立ち情報が満載です。ぜひご

活用ください。 

置賜地域みんなで子育て応援団ホームページ 
「ウキウキたむたむ」がオープンしました！  

■置賜地域みんなで子育て応援団 

 （事務局：子ども家庭支援課）電話 0238-26-6027 

【URL】https://ukitam.jp   【QRコード】 

 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」と位置づけ、

自閉症をはじめ発達障害についての

正しい理解の啓発に取り組む活動を行っています。 

 自閉症の方は、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」「言葉を適切につかうこと」

「新しいことを学習すること」等が苦手です。周囲の人々が

これらの特性を理解し、「よい点」を見つけるようにすると、

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害について理解を深めるこ

とは、発達障害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ります。皆さんもこの機会に

考えてみませんか？ 

家庭でできる工夫の例 
 

・短い言葉で具体的に伝える 

（例：そこに片付けてね ⇒ 青い箱に入れてね） 

・言葉だけでなく写真や絵等で示しながら伝える 

 など… 
 

うまくいく方法を探してみましょう。 

置賜地域のまだ知られていない魅力を発見することを目

的に開催した「OKITAMAベストロケーションフォトコン」。 

その受賞作品を紹介する写真展を、置賜地域を中心に

開催しました。 

来場者からは「行ってみたい！」「こんなに幻想的な場所

があると知って驚いた」など

の感想をいただきました。 

引き続き、4月1日～14

日 は 置 賜 総 合 支 庁 ロ

ビ ー、5月12日 ～29日 に

は山形空港を会場に、写

真展を開催します。 ◆“道の駅いいで”での展示の様子 

 

 ③1200年前平安時代：坂上田村麻呂と土地の豪族久保氏の娘の悲恋の伝説が残って 

  います。 

 置賜地区には、樹齢1200年超の古木や銘木が点在する「置賜さくら

回廊」をはじめ、白つつじ・しゃくやく・あやめ・ゆりなどが咲き誇る、たくさん

の花の名所があります。風薫る季節、ぜひ置賜の花めぐりと美食・温泉を

お楽しみください。＊詳しくは【山形日和。花回廊】で検索＊ 総務課 

クイズで知ろう！の答え 

南陽市烏帽子山公園ライトアップ 


