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 イベント情報 フラワー長井線まつり                     ○問 地域振興課 0238-26-6019      

フラワー長井線は通勤や通学等に利用される重要な公共交通

機関であり、地域の活性化や観光振興にも欠かせない地域の財

産です。これからも地域に愛される鉄道として在り続けるため、乗

車利用される沿線住民の方々に感謝を込めて、１０月２５日(日)、

宮内駅、長井駅及び荒砥駅において各種イベントを開催します。 

■ 日時 平成２７年１０月２５日（日）１０：００～１４：３０ 

■ 主催 フラワー長井線まつり実行委員会（山形鉄道株式会社） 

■ 会場 宮内駅、長井駅、荒砥駅 

置賜総合支庁の農産物直売 

「山形おきたま産直市」と「おしょうしな市」  
 置賜総合支庁では、農業者が

直接、新鮮野菜や果物、自慢の

漬物やお菓子等の加工品、花な

どの直接販売を行う朝市及び直

売会を開催しています。 

直売所名（場所）／秋のイベント 営業時間 

伊佐沢共同直売場（長井市中伊佐沢） 

10/12 「感謝セール」  

 もちふるまい（８：３０～） 

9:00～17:00 

（冬期休業） 

道の駅たかはた（高畠町安久津） 

10/10～12 「道の駅たかはたまつり」  

 大収穫祭 各種イベント開催！ 

通年 

9:00～17:00 

たかはた地産館 

（高畠町・よねおりかんこうセンター内） 

10/10～12 「秋のふれあい市」  

 10日 米すくい（購入3000円以上） 

 12日 きのこ汁ふるまい イベント多数！ 

通年 

9:00～17:15 

亀岡愛菜館（高畠町亀岡） 

10/10～12 秋の感謝祭  

 大粒ぶどう、新米が充実！ 

通年 

9:30～17:00 

毘沙門朝市 

（米沢市塩井・福徳毘沙門天境内） 

10/11 もちふるまい  

毎週日曜 

6:00～7:00 

（季節営業） 

愛宕朝市 

（米沢市・愛宕コミュニティセンター前） 

10/25 大抽選会 

毎週日曜 

6:00～7:00 

（季節営業） 

山形おきたま産直市 
■日時：６～１２月の毎月第１土曜日  

  （10/3、11/7、12/5 ）８：００～９：００ 

■場所：本庁舎（米沢市金池７-１-５０） 玄関前広場  

■主催：「東南置賜直売ネットワーク」 

     （農産物直売組織９組織で構成） 

 季節のかわりご飯（１０月・さつまいもご飯、１１月・新米つ

や姫）の振る舞いや、３個以上集めると１２月の抽選会でプ

レゼントが当たるスタンプラリーも好評開催中です。 

おしょうしな市 
■日時：毎月第２、４木曜日 １２：００～１３：００  

■場所：本庁舎（米沢市金池7-１-５０） １階売店前 

■主催「おしょうしな市の会」（農業者20名で構成） 

 １１/２６と１２/２４は会場を１階ロビーに移し、１１月は玉

こんにゃく、１２月はなめこ汁を振舞います。なお、１１/２６

は庄内の新鮮な魚を積み込んだ海の産直カー「海丸」が

やってきます。 

置賜地域の農産物直売所  

置賜の農産物直売所の主な秋のイベント 

○問 農業技術普及課 0238-57-3411 

長井線アーティスト AKEMI、anchor（アンカー）の「スマイルプロジェクトライブ」、地元高校生による吹奏楽

演奏、子どもたちに大人気のモーターカー（軌道作業車）やレールスター（軌道自転車）の試乗など、多彩な

イベントが目白押しです。 

  また、鮎貝りんご＆もっちぃ関連の山形鉄道グッズ特売会

やオリジナル弁当の販売も行います。 

※この日は全線片道１００円で列車に乗れるワンコインデー

です。ぜひ、長井線を利用して会場へお越しください。 

ＡＫＥＭＩ anchor（アンカー）

－スマイルプロジェクト１００－ （同日開催イベント） 

 ・日時 ： 平成２７年１０月２５日(日) 

               赤湯発１０：０７ ～ 荒砥着１１：１０ 

 ・場所 ： 南陽市役所、宮内駅、西大塚駅踏切付近、 

               長井駅、荒砥橋ほか 

 ・内容 ： 臨時列車に向かって沿線から手を振る姿を 

               撮影し、インターネット動画等で公開します。       



 

 
 

 

弊社は、「情報をまちづくりに活用し、都市と地方との

地域間格差是正を図りながら、豊かで住み良いまちづく

りを目指す」とした国の地域振興方策の一翼を担うため、

行政（置賜３市５町、山形県）と民間が一体となり、平成５

年１１月に第３セクター方式として設立されました。 

時代背景の変化や情報技術の変遷、変革の加速等、

紆余曲折の連続ではありましたが、おかげ様を持ちまし

て２３期を迎えることができました。 

昨今、自然災害等のリスクが高まり、東日本大震災後

はゲリラ豪雨や火山噴火による被害が各地で頻発して

おります。その被害は極めて甚大で、改めて自然の力を

思い知らされると同

時に災害時の情報

収集・伝達のあり方

についても考えさせ

られました。 

 弊社の役割の一

つでもある情報発

信については、従前

より 市当局と共に

種々検討を重ねて参りましたが、最終的に「コミュニティＦ

Ｍラジオ」が、有事には緊急用放送として、平時には地

域のコミュニケーションツールとして活用等の実績を踏ま

え、最適なツールであると選択され、昨年の１１月３日に

公設民営として「おらんだラジオ」が開局いたしました。 

間もなく開局１周年を迎えますが、弊局は、「地域のみ

んなでつくるラジオ・地域のみんなが聞くラジオ」をコンセ

プトに、地域住民の参加による地域密着型ラジオ局を目

指し番組づくりを行って参りました。その結果、初年度目

標であった出演者数１，０００名を８月２６日に達成するこ

とができました。併せて、７月から８月にかけて実施した

聴取調査では、市民の約７０％の方に聴いていただいて

いることもわかりました。 

一方、消防署や警察からの緊急放送要請による放送

は休日、昼夜を問わず、これまで８０件を超え、災害や緊

急時における放送の役割を、２４時間３６５日体制で担っ

ております。 

この１周年を機に、社員一同決意を新たに、地域に役

立つ放送局となれるよう、より一層の努力をして、皆様の

期待にお応えしていく所存です。 

事業報告 河川学習用物品を小学校へ贈呈                ○問 建設総務課 0238-26-6069 

山形県では県民の河川・海岸愛護意識を高めるため、昭和５２年度か

ら「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を小学校へ贈呈しています。 

今年度置賜管内では、南陽市立梨郷小学校と、白鷹町立荒砥小学校

の２校が選ばれ、贈呈式が９月１日（梨郷小）、９月８日（荒砥小）に行われ

ました。贈呈式では、物品を受け取った児童達や校長先生から感謝の言

葉をいただきました。 

今後それぞれの小学校では、物品を使っての水中観察や水質調査を

予定していますが、その中で児童達の河川・海岸愛護意識が高まることを

期待しています。 

毎年７月２１日から３１日は「森と湖に親しむ旬間」です。森林や湖に親しむことに

より、心身をリフレッシュしながら、森林やダムの自然豊かな空間や社会的役割につ

いて理解を深めていただくことを目的として、期間中全国の管理ダムにおいて各種イ

ベントが開催されます。この一環として、綱木川ダムでは７月２６日に、管内の小学生

の親子を対象とした「綱木川ダム探訪 親子体験学習」を開催しました。 

２９名（１０組のご家族）が参加し、ダムの概要や役割について説明を受けた後、普

段は一般に公開されていない堤体内部や取水塔、操作室、発電所などを見学し、ダ

ムの構造を実体験しました。ダム巡視船の体験搭乗では、家族単位で班を編成して

搭乗し、湖上からダム周辺の景色を堪能しました。また、ふれあいタイムでは参加者

全員で流しそうめんやカキ氷作りを行い、職員とも親睦を深めました。 

ダムを実際に見て学んで、ダムを身近に感じ理解を深める体験学習となりました。 

 事業報告 「綱木川ダム探訪・親子体験学習」             ○問 河川砂防課 0238-26-2231 



 

 

   白鷹町では、農商工観連携による６次産業化が進められ、観光とのコラ

ボレーションによる地域特性を活かした商品開発等が行われております。 

   紅花生産日本一を活かした「日本の紅
あか

をつくる町」として観光イベントを

実施し、紅ランチを提供しています。平成２６年度には、「山形おきたま冬の

あった回廊」のイベントに向け、特産の紅花若菜を活かした色合い及び白

鷹野菜を活用した「べにばなグリーンカレー」を開発しました。更に、田植え

や山菜採りなど山形らしい農業体験と農家に民泊する教育旅行を提供し、

地域活性化を図っております。 

また、県外・県内各地にファンがいる白鷹産直市場どりいむ農園には、地元の加工食品が販売されており、お母さ

んの味が大人気です。あべ工房の「ごんぼみそ」や工房お富久呂の「紅花入り大根の漬物」など安心安全な加工品

が多数あるのも特徴です。 

冬期間には、白鷹町ならではのそばがあります。レイ

ンボーブリッジしらたかでは、荒廃地を整備してそばを栽

培し、１２月から３月までの期間限定でそば処きたやまそ

ばにて、「玄そば」を提供しております。 

年間を通して白鷹町の食材を楽しめますので、ぜひ、

足を運んでみてください。 

県 で は、不 法 投

棄のないクリーンな

山形県の実現を図

るため、１０月を秋

季の不法投棄及び

海岸漂着ごみ削減

強化月間と定めて

おります。 

置賜総合支庁では、期間中は、県、市町、関係

団体によるパトロールや、置賜地域の大型商業

施設で啓発キャンペーン等を行います。 

一人ひとりのマナーと協力で、不法投棄をなく

し、地域の環境を守りましょう。 

 

お酒を飲みすぎると肝臓の病気やアルコール依存症などを引き起こすので、 

注意が必要です。  

日本人に『節度ある適度な飲酒」の量は、純アルコールで約20g 

     

 
 

 

お酒と上手に付き合うためのポイント 

 １ 楽しく、つまみを食べながら飲む 

 ２ 強い酒は薄めて飲む 

 ３ 夜１２時以降は飲まない 

 ４ 週に２日は休肝日を作る 
 

飲酒問題でお悩みの方は、ご相談ください。 

 飲みすぎていませんか？ 
 ＊アルコール依存症チェック＊ 

□ 飲酒を減らさなければいけないと思ったことがある 

□ 飲酒を批判されて、腹が立ったりいら立ったことがある 

□ 飲酒に後ろめたい気持ちや罪悪感を持ったことがある 

□ 朝酒や迎え酒を飲んだことがある 

●ご相談、お問い合わせは・・・地域保健予防課 0238-22-3015 

置賜地域の小中学生からポスター１１９点、川柳７８点の応募

があり、そのうち優秀作品１８点が決定しました。受賞作品は、

庁舎ロビー等で展示するほか、不法投棄防止活動の看板等に

利用されます。多数のご応募ありがとうございました。 

 トピックス 不法投棄防止の取組みについて                 ○問 環境課 0238-26-6034     
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置賜総合支庁 総務企画部 

         総務課 総務係   

 ＴＥＬ ０２３８（２６）６１００ 

 ＦＡＸ ０２３８（２４）１４０２  

皆さまのご意見・ご感想を

お待ちしております。 

  日一日と秋が深まる今日この頃。秋といえば「芸術の秋」、「文化の秋」。各

市町でも芸術文化協会主催の芸術祭や学校での文化祭が開催されていま

す。３市５町で組織する置賜文化フォーラム（事務局地域振興課）でも、１０月

１０日（土）に新しくできた南陽市文化会館で、「置賜こども芸術祭２０１５ 舞台

芸術部門」を開催いたします。子どもたちが日頃の練習の成果を発表する場

になります。入場無料ですので、ぜひ皆さん、置賜の子どもたちの一生懸命な

姿をご覧になってみてはいかがですか。（地域振興課） 

お 知 ら せ 

平成２８年３月大学等（大学、短大、専門専修）卒業予定者

及び就職を希望される一般の方、U・I・Jターン希望者を対象

に就職面接会を開催します。県外にお住まいのご家族・お友

達にも、ぜひ参加を呼びかけてください。 

■日時：１０月２６日（月）１３：３０～１６：００ 

■会場：グランドホクヨウ（米沢市金池） 

■参加企業： 

  ハローワーク米沢管内に事業所がある企業（５０社予定） 

■主催・お問い合わせ：ハローワーク米沢 0238-22-8155               

               米沢商工会議所 0238-21-5115 

■共催：置賜地区雇用対策協議会 

詳細は 『やまがた就職企業ナビ』で検索ください。 

○問 ハローワーク米沢 0238-22-8155 

地元で就職を考える皆様へ -就職面接会 ＩＮ 米沢- 

平成２７年度労働相談会の実施について 

県労働委員会では、解雇、賃金の引下げなど、労使間のト

ラブルでお悩みの方のために、山形市と酒田市の２か所で、

労働相談会を開催いたします。相談は無料です。 

■日時：１０月１８日（日） １０：００～１５：００ 

■会場：（１）山形県庁 （２）酒田勤労者福祉センター  

■対象となる相談者と相談内容 

・県内事業所に勤務している（いた）労働者、事業主の方 

・労使間で発生した労働条件に関するトラブル 

●事前に電話（023-630-2793）でお申し込みください。 

■１０月１８日は電話相談も実施します 

 電話相談を希望される場合には、当日の１０：００～１５：００、

023-630-2790 又は 023-630-2792 にご連絡ください。 

○問 山形県労働委員会事務局 023-630-2793 

県内では、毎年この時期に「毒きのこ」による食中毒が多

発しています。平成２６年度に県内で発生したきのこ食中毒

は５件で、うち４件がツキヨタケの誤食によるものであり、特に

注意が必要です。このほか、県内の毒きのこによる食中毒で

多くみられるのは、クサウラベニタケの誤食によるものです。 

きのこの見分け方で「色がきれいなのは毒」とか、「虫が

食っていれば毒でない」などは誤りで、その種類ごとの特徴を

しっかりと覚えることが必要です。また、きのこは、小さかった

り、はえている様子などが分からなかったりすると、採取後で

は見分けがつかない場合もあります。 

現場で見分けのつかないものは、「採らない」、「食べな

い」、「おすそわけしない」ようにしてください。 

○問 生活衛生課 0238-22-3740 

「毒きのこ」食中毒に注意！ 

   障害のある方の作った製品の販売を行います。三看祭の

催し物と一緒にお楽しみください。 

■日時：１０月１７日（土） １０：００～１５：００ 

■場所：三友堂看護専門学校（米沢市中央） 

○問 福祉課 0238-26-6027 

ふれあいショップ愛べ ｉｎ 三看祭 

がんは死因の第１位であり、置賜地域では毎年約８００人

の方ががんで亡くなっています。 

がんは「早期発見・早期治療」で克服できる病気であり、そ

のためには定期的ながん検診を受診することが大切です。し

かし、置賜地域のがん検診の受診率は２５～３５％前後であ

り、他の地域と比べて低い状況です。また、がんは完全に防

ぐことはできませんが、生活習慣に気をつけることで予防す

ることができます。 

あなた自身とあなたの大切な人のため、がんを予防し、定

期的にがん検診を受けましょう。 

１０月は、がん検診受診率５０％超を目標にした集中キャン

ペーン月間です。がん検診の申し込み・お問い合わせは、お

住まいの市町村窓口、又は職場の健康管理担当まで。 

○問 保健企画課 0238-22-3004 

あなたの命を守るため「がん検診」を受診しよう 

地元産の食材を使ったエコ料理を通し、地球温暖化の現

状や対策について考えてみませんか。 

■日時：１１月１４日（土） １０：００～１３：００ 

■場所：長井市 西根地区公民館（長井市草岡322番地） 

■定員：親子２０組程度 

■参加費：大人３００円 小人無料 

■申込方法：申込書（長井市市民課生活環境係または山形

県ホームぺージからダウンロード）に必要事項を記載のうえ、

FAX（0238-26-6037）またはEメールで申し込みください。 

■申込期限：１１月６日（金） 

○問 環境課 0238-26-6033 

親子エコ料理教室を開催します 

ＮＨＫ山形発地域ドラマ「私の青おに」今秋放送 

浜田廣介の童話「泣いた赤お

に」をモチーフにしたNHK山形発

地域ドラマが、この秋ＮＨＫＢＳ 

プレミアムで全国放送されます。 

山形オールロケで、高畠町を

中心に撮影されたドラマです。

ぜひ、ご覧ください。 
 

■放送日時 

   １１月１８日（水）２２：００～ 

                                  ○問 地域振興課 0238-26-6018 

調査期日：平成２７年１０月１日（木） 

 国勢調査は､日本国内に住むすべての人と世

帯を対象とする､国の最も重要な統計調査です。 

 国勢調査の結果は福祉施策や生活環境整備､災害対策な

ど、日本の未来をつくるために欠かせない様々な施策の計画策

定などに利用されます。皆様のご協力をお願いします。 


