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現在、置賜地域及び山形県内全域で、GI（Geographical Indication）の登録を

クイズで 受けている酒類・農産品はいくつあるでしょうか？ ※GI地理的表示保護制度とは、酒類
知ろう！ や農産品において、所管省庁の登録・指定を受けることで、ある特定の産地に特徴的な原料や
製法によって作られた商品だけが、その産地名を独占的に名乗ることができる制度です。

トピックス

子ども知事室で知事と楽しく交流！

問 子ども家庭支援課 0238-26-6027
○

８月５日（月）と７日（水）に子ども知事室が県庁で開催され、
置賜地区からは８名の小学生が参加しました。子ども知事室は、やまが
たの未来を担う子どもたちに、知事との交流や県の施設見学を通して、県
政や県の事業に関心を持ち、ふるさと“やまがた”を理解してもらうために開
催しているものです。
吉村知事から「一日知事」の辞令を交付された子どもたちは、県庁や
県議会議場、研究施設を視察しました。知事との昼食・懇談の場では、
「ごみを削減する取り組みは？」「知事になるためには？」などの様々な質
問に、吉村知事が一つ一つ丁寧に答え、子どもたちは真剣にメモをとって
いました。この貴重な体験が将来に生かされることを期待しています。
トピックス

知事からの「白寿」賀詞の贈呈について

知事との懇談の様子

問 地域保健福祉課地域福祉担当 0238-26-6029
○

県では、長寿の方に敬意を表するため、敬老の日に合わせて、数え年で
99歳の「白寿」（大正10年生まれ）を迎えた方に賀詞を贈呈しております。
９月18日（水）には、吉村知事が、米沢市の木部石房子（きぶいし
ふさこ）さん宅を訪問し、県内の対象者882名（９月１日現在）の代表と
して直接、賀詞を贈呈しました。
長寿の秘訣は「よく働き、よく食べること」とのことで、当日も御家族お手製
の茄子の漬物などをいただき、曾孫さんにも囲まれ和やかな雰囲気での贈呈
となりました。
事業報告

おきたま元気創造ラボ「置賜暮らしの魅力再発見事業」

問 総務課連携支援室 0238-26-6021
○

９月１日（日）、１７名の高校生・大学生の皆さんに参加いただき、フラワー長井線の活用アイデアやまちの未来を考え
る企画「ワークショップトレイン・OKITAMA TRIP！～フラワー長井線の未来を考えよう～」を開催しました。
ワークショップで考えたアイデアの発表は、フラワー長井線の貸切列車内で行われました。お花見×インスタ映え列車、高校
生バンドのライブ列車、黒獅子列車、鉄道川柳を活用
した鉄道ファンの誘客など、置賜の地域資源とフラワー
長井線をかけあわせたユニークなアイデアが数多く発表
されました。
「おきたま元気創造ラボ」のフェイスブック
https://ja-jp.facebook.com/okitamalabo/
発表会の様子

集合写真

事業報告 令和元年度山形県知恵袋委員会（置賜地域）の開催について

問 総務課連携支援室 0238-26-6020
○

８月２１日（水）に、令和元年度 山形県知恵袋委員会（置賜地域）
を置賜総合支庁講堂で開催しました。豊富な経験を有する方の知恵や知識を
県政に反映することを目的に、６名の委員から意見・提案をいただきました。
委員からは、「獣害対策について、緩衝地帯を設け環境整備をするなど根本
的な対策が必要。地域住民を巻き込み環境整備を楽しみながら取り組める仕
組みがあればいい」「子ども食堂に行けない人のため、家に出向いてのアウトリー
チ的な支援が必要。関係団体と一緒になって取り組んではどうか。」といった意
見のほか、農業の担い手確保、教員の働き方改革、産休・育休を取りやすい
知恵袋委員会の様子

環境の整備などに関する意見や提案が出されました。

なお、委員からの御意見や御提案は、今後の施策を展開するうえで参考にさせていただきます。
事業報告 第１回置賜創生懇談会の開催について

問 総務課・連携支援室
○

0238-26-6006・0238-26-6020

９月２７日（金）、第１回置賜創生懇談会を開催しました。この懇談会は、置賜地域の課題解決・地域創生に向け
て、各分野で活躍している実践者の方々と意見交換をさせていただき、今後の県政運営に反映していくことを目的に、昨年
度より開催しているものです。
今回は、今年度策定する今後１０年間を見据えた「第４次山形県総合発

展計画（仮称）」の中に盛り込まれる「置賜地域の発展方向」をテーマに、総
合支庁長が座長となり、委員の皆様から御意見をお聞きしました。委員からは
「若者から地元に定着してもらうため、小中高生のうちから置賜の自然の豊かさ
や、活躍している企業の社長の話など、地元の良さを伝えることが大事である」
「東北中央自動車道が開通した優位性を広く周知し、観光誘客を進める必要
がある」などの意見がありました。今後、今回伺った御意見、御提案を総合支
創生懇談会の様子

庁内で共有しながら、同計画における「置賜地域の発展方向」の策定を進めて
まいります。

事業報告 廃棄物適正処理・３Rの普及啓発ポスターコンクール受賞者決定！

問 環境課 0238-26-6034
○

置賜地区不法投棄防止対策協議会
では、廃棄物の適正処理・３Ｒの普及啓
発を図ることを目的に、「廃棄物適正処
理・３ Ｒ（リ デ ュ ー ス・リ ユ ー ス・リ サ イ ク
ル）普及啓発ポスターコンクール」を開催し

○小学生の部
最優秀賞「通学路をよごさないで」
飯豊町立添川小学校 ４年
尾形 実莉 さん の作品

ました。

今年は小学生の部に８２作品、中学
生の部に８４作品の応募があり、審査の
結果、入賞・入選作品１４点が決定しま
した。
作品は庁舎ロビーや商業施設等で展
示するほか、不法投棄防止の看板等に
活用されます。
多数の御応募ありがとうございました！

○中学生の部
最優秀賞「裸足で歩ける砂浜に」
米沢市立第二中学校 ３年
山岸 みゆ さん の作品

事業報告

河川学習用品を小学校へ贈呈

問 建設総務課行政担当
○
0238-26-6069
西置賜建設総務課行政担当 0238-88-8223

県では県民の河川・海岸愛護意識を高めるため、「きれいな川で住みよいふるさと運動」を行っており、その一環として平
成１８年度から河川学習用物品（定点観測カメラ・水生動物飼育器等）を小学校へ贈呈しています。
今年度、置賜管内では２校が選ばれ、
９月６日（金）に飯豊町立手ノ子小学
校、９月１８日（水）に高畠町立和田
小学校に対する河川学習用物品の贈呈
式が行われました。今後は、贈呈された物
品を使っての水中観察や水質調査等が

予定されています。
高畠町立和田小学校

事業報告

飯豊町立手ノ子小学校

～地域の食材で地域の人と繋がる食プロジェクト～

大学生による食の魅力発信事業「okirakuキッチン」

問 農業振興課 生産流通担当 0238-26-6051
○

大学生が置賜地域の「農と食」に出会い、その魅力を発信する「okirakuキッチン」
がスタートしました。活動内容はメンバーが意見を出し合って決定し、これまで、伝統野
菜「馬のかみしめ」を使った味噌づくりや、ぶどう農家訪問、おかひじきや夏野菜を使っ

たオリジナル料理の試作会などを行っています。活動にあたっては、生産者や料理人な
ど、食に関わる方との交流を大切にしています。活動の様子や、メンバーが感じたこと、
旬の食材を使ってクッキング

置賜地域の魅力などをインスタグラムで発信しています。ぜひご覧ください。
okirakuキッチンInstagram
https://www.instagram.com/
okiraku_kitchen/

生産者の方へインタビュー

事業報告

問 建設総務課 建設技術・事業調整担当 0238-26-6099
建設分野に関する中学生への出前授業について ○

置賜総合支庁建設部では、子どもの頃から建設分野に興味を持ってもらえるよう、日本技術士会山形県支部との共催
により出前授業「土木のふしぎ教えます」を平成29年度から実施しています。
出前授業では、参加した生徒が自作の模型を用い、地すべりが起きる仕組みを実験したり、実際に起こった災害の映像
や体験談を聞き、災害から命を守るための行動などについても考え、学びました。
また、災害現場などで情報収集に多く利用
されているドローンについて学び、シミュレーター操
作も体験しました。参加した生徒からは、「災害
の怖さや防災について、改めて勉強することがで
きた。今後の生活に役立てていきたい。」との感
想もあり、建設産業の役割や災害は身近に起
こるものということを理解していただきました。

実験：手作り模型を用いた実験

出前授業：9月17日（火）南陽市立沖郷中学校 生徒239名

体験：ドローンフライトシミュレーター

保 健 だ よ り
毒キノコ食中毒に注意！
山形県では、毎年、毒キノコによる食中毒が多く発生しています。天然のキノコには毒があるものが
たくさんあり、簡単な見分け方もありません。知識がない人は天然キノコを採らないようにしましょう。
県内で一番食中毒が多いのはツキヨタケによるもので、６割以上を占めます。食後１時間程で、ひ
どい嘔吐、下痢などがおこります。ムキタケ等の食用キノコにツキヨタケが混じってしまい、キノコ採りのベテランが食中
毒になった事例もあります。クサウラベニタケによる食中毒が二番目に多く、シメジ類と間違えやすいキノコです。
「知らないキノコは採らない、食べない、人にあげない」を心がけてください。
■ 問い合わせ先 生活衛生課 食品衛生担当 電話 0238-22-3740
イベント情報

「心の健康づくり講演会」 を開催します
あなたは、自分の気持ちを相手に上手に伝えることができていますか？自分も相手も尊重したコミュニケーションの
方法を学び、より良い人間関係を築きましょう。こころ安らぐオカリナ演奏もありますので、ぜひご参加ください。
◎日 時 10月30日（水）14:00～15:45
◎内 容 ○オカリナ演奏～こころ安らぐ癒しのひとときを～
オカリナ奏者 金子 俊郎 氏
○講 演 「あなたのこころを軽くする 気持ちのいい伝え方
～アサーティブコミュニケーション～」
講 師 山形県立保健医療大学 保健医療学部
看護学科教授 安保 寛明 氏
◎場 所 置賜総合支庁 ２階講堂
◎参加費 無料
◎申込み 10月23日（水）までにお電話でお申込みください。
■ 問い合わせ先 地域保健福祉課 精神保健福祉担当 電話 0238-22-3015
募集案内

「譲渡前講習会」 のお知らせ
置賜保健所では、保健所から犬・猫を譲り受けたい人を対象に、講習会を行っています。講習会では犬・猫を飼う時に
守るべき法律事項、飼う時の心構え、迷惑にならない飼い方やしつけのポイント、注意したい病気のことなどをお話します。
■日時：毎月第３木曜日

午後２時00分～（約１時間）
■場所：置賜保健所分庁舎（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。

■ 問い合わせ先 生活衛生課 乳肉衛生管理担当 電話 0238-22-3750

お 知 ら せ

２０１９フラワー長井線まつり！
山 形 鉄 道 で は、日 ご ろ の ご 利 用 に 感 謝 し「フ ラ ワ ー 長 井 線 ま つ り」を10月20日
（日）に開催します。令和になった今年も、駅ごとに趣向を凝らしたイベントが行われます。
また、まつり当日はフラワー長井線に１回１００円で乗車できます。ぜひ、列車に乗って各会場を巡って、楽しんで
みてはいかがでしょうか。宮内、長井、荒砥の３駅すべてのスタンプを押すと、山鉄グッズがもらえるスタンプラリーも実施
されます。
● 日 時

10月20日(日) 10:00～14:30

● 会 場

宮内、西大塚、長井、羽前成田及び荒砥の各駅

● 内 容

・もっちぃ（うさぎ駅長）＆しょこら（猫駅長）の対談
・車両基地見学会 ・除雪車等の乗車
・吹奏楽演奏、ダンス披露、写真展示
・山鉄駅弁限定販売、地域の方々の売店

等

※各会場で イベント内容は異なります。詳細はイベントチラシ
または山形鉄道ホームページ（https://flower-liner.jp/）を
ご覧ください。

■総務課連携支援室

0238-26-6019

１０月は「がん検診推進強化月間」です

源流の森ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾀｰ養成講座受講者の募集

がんは、日本において昭和56年より死因の第１位とな
り、２人に１人が“がん”になり、３人に１人が“がん”で亡
くなっています。皆さんが、がん検診を
受けることで、がんによる死亡を今より
も減らすことができます。がん検診につ
いての詳細は、お住まいの市町または
職場の健康管理担当までお問い合わ
せください。
また、10月20日（日）は、子宮頸がん・乳がん検診の
県内一斉休日検診日です。仕事や家庭、子どものことで
忙しく、自分のことは後回しになりがちな女性の皆さん、こ
の機会にがん検診を受けましょう！

置賜総合支庁では、「源流の森」などで活躍する森林
ボランティア「源流の森インタープリター（森の案内人）養
成講座」の受講生を募集しています。
今回は、木の枝やドングリ
で造形するクラフトなどの「森を
楽しむ講座」と源流の森の人
気施設をたっぷり体験する「森
の 冒 険 講 座」を 行 い ま す。紅
葉の時期のとても楽しい講座
です。興味のある方はこの機会
森の冒険講座
にぜひご参加ください！

＜休日検診の申込み・問合せ先＞
■米沢市在住の方：米沢市健康課
0238-24-8181
■米沢市以外の市町在住の方：南陽検診センター
0238-43-6303
■保健企画課 健康長寿推進担当
TEL：0238-22-3004

■開催日時：１０月２７日（日）
９時１５分から１６時まで
■開催場所：山形県源流の森センター
（飯豊町須郷）
※申込みや詳しい問い合わせは、森づくり推進室まで
お願いします。
■森林整備課

森づくり推進室
TEL：0238-35-9053

おきたま食の銘店めぐりスタンプラリー開催中！

お 知 ら せ
「旬のおきたま伝統野菜あがやえフェア2019」開催中！

スタンプを集めて
おきたまの農と食を応援しよう！

「おきたま食の応援団」グリーンフラッグ店を利
置賜地域の伝統野菜等を気軽に味わえる「旬の山形お
用し、スタンプを集めると、抽選で素敵な賞品
きたま伝統野菜あがやえフェア2019」を開催中です。
10月20日（日）までのフェア期間中、置賜地域の15の が当たる「おきたま食の銘店めぐりスタンプラリー」を開催して
飲食店・菓子店で、米沢市の「遠山かぶ」や長井市の「馬 います！ぜひスタンプラリーに参加し、みんなで“おきたまの農
のかみしめ」、川西町の「紅大豆」、飯豊町の「宇津沢かぼ と食”を応援しましょう！
ちゃ」などの伝統野菜等を洋食やスイーツにアレンジして提供 スタンプラリー概要
■期
間：１１月４日（月）まで
しています。
この機会に対象店舗を訪れ、置賜が誇る伝統食材の魅 ■ 応募方法：期間中、スタンプラリー
参加店を利用して、リーフレット付属の
力をぜひ楽しんでみてください。また、フェアのPRイベントを10
応募ハガキに異なるお店のスタンプを
月5日（土）に道の駅川のみなと長井で開催しますので、
集めてご応募ください。
ぜひ足をお運びください！
スタンプを４個集めれば応募可能と
※参加店や提供メニュー
＆商品、提供時期、PRイ
ベントの詳細は、「おきたま
食の応援団」ホームページ
をご覧ください。

■農業振興課 生産流通担当

TEL：0238-26-6051

なり 、さらに置賜を周遊すると賞品が
ランクアップ！
インスタグラムやフェイスブックによる
応募もできます。
※ 応募締切 １１月８日（金）
当日消印有効
●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。

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

「置賜こども芸術祭2019舞台芸術部門」を開催します！
置賜各地で伝統芸能などの文化活動に取り組んでいる子どもたちが一堂に会し、合
唱、ダンス、獅子踊り等、日ごろの練習の成果を披露します。舞台上での、子どもたちの
いきいきとした姿をぜひご覧ください。多くの皆様のご来場をお待ちしております！

昨年度の様子

■日時：11月30日（土） 開場13:00 開演13:30
■会場：飯豊町町民総合センター「あ～す」（飯豊町大字椿3622）
■入場料：無料
飯豊町少年少女合唱団
「ミルキーウェイ」による合唱

クイズで知ろう！の答え

■置賜文化フォーラム（総務課連携支援室）TEL：0238-26-6021
農産品は、置賜地域で１つ、県内全域では４つ。
酒類は、山形県全域を対象に１つです。

（令和元年8月末現在）

農産物は、登録順に、米沢牛（置賜地域・平成29年）、東根さくらんぼ（東根市及び隣接市町の一部・平成29年）、山形セル
リー（山形市内・平成30年）、小笹うるい（上山市東地区、本庄地区の一部・平成31年）です。 *（ ）内は生産地・登録年
酒類では、平成28年に県内全域の日本酒（清酒）が地理的表示「山形」に指定。それまでは、一地域の指定はありましたが、都道
府県としては初で、県内でつくられている日本酒すべての品質が高いことが認められたのです。
発 行 元
置賜総合支庁
総務企画部総務課
ＴＥＬ ０２３８（２６）６１００
ＦＡＸ ０２３８（２４）１４０２
皆様のご意見、ご感想を
お待ちしております。

「米沢牛」 登録
（平成29年３月

農林水産省

県産清酒「山形」 指定
（平成28 年12月 国税庁）

（農業技術普及課）

