雪害から身を守るために

～除雪・雪下ろし作業での事故にご注意を～

最上地域では、今冬も雪下ろし作業中の屋根からの転落や、除雪作業中の転倒などによる死傷者が発生しており、
特に高齢者が事故に遭うケースが多くなっております。
除雪・雪下ろし作業中の事故は、安全対策をしっかり行っておけば防げるケースがほとんどです。作業を行う際
は、次の注意点を常に心がけ、安全な作業で事故を防ぎましょう。

雪下ろし作業時のポイント
①屋根の雪のゆるみに注意！（暖かい日の午後は特に注意が必要）
②安全な服装で！（必ずヘルメットを着用）
③命綱を使いましょう！（高所作業(2m 以上)では命綱は必須）
④はしごはしっかり固定！
（はしごの足元をしっかり固め、上部をロープで固定する）
⑤使いやすい除雪道具を！
（軽くて雪が付きにくいものを使用。メンテナンスもしっかりと）
⑥２人以上で作業を！（やむを得ず一人で作業をする場合は、家族や
隣近所に声をかけ、携帯電話を持つ）
⑦無理な作業はやめましょう！（体調の悪い時は無理をしない）
⑧足場は常に注意！
（上から下ろし、軒先は最後に落とす。足場は慎重に作る）

除雪機による作業時の注意点
①まわりに人がいる時は使わない！
（作業中は絶対に人を近づかせない）
②エンジンを掛けたまま離れない！
（作業時以外は必ずエンジンを停止）
③雪かき棒を使って！
（雪詰まりを取り除く時は、必ずエンジンを止めて、雪かき棒を使う）
④後方注意！
（後進する時は、足もとや後方の障害物に気をつける）

最上地域雪害事故防止キャラバン出発式を実施しました
1 月 11 日（金）から 2 月 3 日（日）は雪害事故防止月間です。初日の 1 月 11 日（金）に最上総合支庁
前で最上地域雪害事故防止キャラバン出発式が行われました。最上管内の市町村、新庄警察署と最上総合
支庁が一堂に集結し、最上地域全体で雪害防止の普及啓発活動に取り組むことを確認しました。高橋総務
企画部長より、特に高齢者に向けて雪害事故防止を積極的に働きかけていただきたいと呼びかけがあり、
その後、雪下ろし作業と除雪機使用の際の注意点について実演による説明を行いました。出発式後、キャ
ラバン隊は最上管内で広報活動を行いました。

防災安全室 29-1209
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１月 26 日（土）にニューグランドホテル新庄にて、県内各地域で活動している女性の団体の活動を紹介し、女
性同士の交流を図る「Mogami Women’s Summit 2019」を開催しました。
第１部のサミットトークでは、Wignal（ウィグナル）～山形ワーキングマザーの会
（村山）
、庄内ちぇりあ（庄内）
、置賜四季のくらし舎（置賜）
、最上地域女性応援会
議（最上）をパネリストに迎え、活動を始めたきっかけや、それによって変わった
と、活動を続けることの難しさなどについて、話し合
いました。
第 2 部では、最上地域の講師によるワークショップ
を行いました。ハーバリウム体験や、ジェルキャンド
ル製作などをとおして、参加者の交流ができました。
子ども家庭支援課 29-1245

若者に結婚の素晴らしさを伝え、適齢期での結婚につなげるため、山形ウェ
ディング協議会企画のフォトパネル展をゆめりあにて開催しました。
１月 17 日(木)から１月 21 日(月)までの期間、全国の写真家が撮影した作品
33 点を展示しました。展示した作品は、ブライダル産業フェア「ジャパン・ウ
ェディングフォト・グランプリ」に出品されたもので、娘の結婚に父親が涙を
流している写真や、新郎新婦と友人たちとの写真、夜景や夕焼けの中で撮影さ
れた幻想的な写真等、様々な場面を捉えた作品が並びました。
今回は、先に開催された県内の３つの大学でのフォトパネル展とは異なる作品が展示され、普段なかなか目に
することができない作品を観覧できる貴重な機会となりました。

子ども家庭支援課

29-1245

鮭川村では、全国的にも栽培例の少ない食用ほおずきを地域食材として
ブランド化し、地域活性化に役立てる取組みを行っており、県でも平成
29 年度よりタスクチームによる生チョコの製品化等を支援しています。
昨年度は試作販売でしたが、今年度からネーミングも「くだもの燈玉
（ほおずき）生チョコレート」とし、パッケージ等も改良しながら、
バレンタインデーに合わせて本格販売を行います。内容は甘いホワイトチ
ョコとさわやかな甘酸っぱさのスィートチョコの二つの味が楽しめます。
鮭川村エコパークで３月末まで販売しておりますので、皆さんもぜひ現地
を訪れて味わってみてはいかがでしょうか。

☆２月４日㈪１２：００から１３：００に最上総合支庁食堂前にて試食販売を行います。ぜひお越しください。
農業振興課 29-1314
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１月 17 日（木）から 20 日（日）に、台湾旅行会社のエージェント等を招へいし、最上地域の観光スポットを
視察・意見交換を行うファムトリップを実施しました。今回のファムトリップでは、雪景色の中の舟下り、雪を
使ったアクティビティなど、冬の最上ならではアメージングな体験をしていただいたところです。
フィードバック会では、雪景色や冬のアクティビティを楽しめたと
のコメントがあった一方で、温かい食べ物の提供やバストイレ付部屋
の確保といった課題の指摘もあり、ターゲットを明確にしたうえで、
近隣と連携し取り組んでいく必要があるとされたました。
今回のファムで得たことを踏まえ、引き続き、民間事業者・市町村・
県が一丸となって、最上地域の観光素材を磨き上げ、台湾から最上地
域に訪れる観光客が増えるよう取り組んでまいります。
観光振興室 29-1311

『肘折温泉さんげさんげ』は、出羽三山信仰の年越し行事で、六根（目や耳、鼻、舌、手、皮膚）から生じる
罪を消滅させ、五穀豊穣を祈願する祭事です。今年も例年どおり１月７日に開催され、最上総合支庁を代表し須
藤支庁長が参加しました。
火入れ祈祷の後、行者おふれとして、山伏を先頭に白装束姿の地域住民が、ほら貝の音とともに「さんげさん
げ、六根罪障」と唱えながら温泉街を練り歩きました。会場は、前日からの温泉宿泊者や地元の住民・子どもた
ちでにぎわい、行者や関係者による餅つきが行われ、住民や観光客につきたての餅が振る舞われました。
観光振興室 29-1312

1 月 22 日（火）
、大蔵小学校で、同校の 1・2 年生による「なし団子」の飾りつけが行われました。背丈の倍ほ
どのミズキの木には、紅白の餅と一緒に、今年の抱負がつづられた短冊も飾られていました。
「なし団子」は、地域によっては「みずき団子」
「団子刺し」などとも呼ばれています。
「なし団子」という名
前の由来も諸説あり、一説では「梨の花がたくさん咲くと豊作になるということから、だんごを梨の小さな花に
見立てた」などと言われているようです。

総務課 29-1360
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第 32 回もがみイブニングサロン

地方発。HAPPY な仕事のつくり方講座

テーマ：
「手 × 技 × デザイン」

起業に関心がある若者・女性を対象に、地方で起業

日時：2 月 12 日（火）18：00～

するコツや、集客・収益力アップを学ぶ講座です。

場所：ゆめりあ ホール・アベージュ（新庄駅隣接）
事例発表：①㈲新庄東山焼（新庄市）涌井 大介氏
②㈲ワンツー（舟形町） 信夫 正己氏
③舟形焼わかあゆ薫風窯（舟形町）金寛美氏
④工房ストロー（真室川町）高橋 伸一氏

日時：①2 月 11 日（祝・月）②3 月 3 日（土）
③3 月 16 日（土） 各 13：30～16：30
場所：万場町 のくらし
参加費：500 円（ワンドリンク付き）

地域産業経済課 29-1309

地域産業経済課 29-1309

最上地域保健医療協議会（地域医療構想調整会議）

鮭の子館で「ヘルシー特製きのこ鍋」を好評提供中

今年度の上記会議を以下の日程で開催します。
【日時】3 月 4 日（月）18:30～20:00
【場所】最上総合支庁 5 階講堂
※会議は原則公開ですが、内容によって一部非公開
となる場合があります。傍聴希望の方は開催日の

きのこ王国 鮭川村の７種
のきのこをたっぷり使った
スペシャルメニューが今冬誕生！
心も身体も温まる嬉しい鍋
をぜひどうぞ！
場所:鮭の子館（鮭川村川口 271-2）

3 日前（土日除く）までに事前連絡のうえ、所要

時間:11～14 時

の手続きをお願いします。 保健企画課 29-1256

定休日:火曜日

肘折温泉大雪・ドカ雪割キャンペーン実施中
大雪になればなるほど宿泊・入浴・お買物がお得！
期間：平成 30 年 12 月 16 日（日）～
平成 31 年 3 月 10 日（日）
ドカ雪割：宿泊（利用）日の前日 15 時までの 24 時
間降雪量が 30 ㎝以上あれば、量に応じて宿泊料、入
浴料などが割引になります。
大雪割：宿泊日前日 15 時の降雪量が 446 ㎝以上の場
合１泊分宿泊料（10,000 円まで）無料になります。
観光振興室 29-1312

農業技術普及課 29-1331

新庄・最上漫画ミュージアム

阿部ゆたかの世界展

今年デビュー40 周年を迎える新庄市出身の漫画家
阿部ゆたか先生の企画展を開催しております。入場
無料ですので、是非、お越ください。
期間：平成 30 年 12 月 21 日（金）～
平成 31 年 3 月 3 日（金）
場所：JR 新庄駅併設「ゆめりあ」１階
内容：阿部先生の作品の複製原画等の展示 等
観光振興室 29-1311

愛玩鳥を飼われている方へ！
愛玩鳥のうち、鶏、あひる（アイガモ、フランス鴨を含む）、うずら、きじ、
ほろほろ鳥、だちょう、七面鳥を、2 月 1 日現在、1 羽でも飼育されている方は、
飼育羽数等に関して知事への定期報告が義務付けられています。
最近飼い始めた方や、今まで報告したことのない方は、ご連絡下さい。
連絡先：家畜保健衛生課

29-1357
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