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さくらんぼ狩りに行こう！（南陽市・米沢市）全国生産量のおよそ7割を占め、初夏の訪れ

とともに可愛らしいルビー色の実を付ける山形県の小さな恋人さくらんぼ。一粒ほおばれ

ば甘酸っぱい果汁が口いっぱいに広がります。（産業経済企画課観光振興室） 

特 集  

■６次産業化とは 
「６次産業化」は、東京大学名誉教授の今村奈良臣氏が、農業を農畜産物の生産という１次産業にとどめないで

２次・３次産業にまで踏み込むことで、新たな付加価値や雇用の場を創造する活動を推進しようと呼びかけ、提唱し

ました。当初は足し算の６でしたが、１次産業の農業がなくなれば２次・３次産業を強化しても答えはゼロを強調す

るため、現在は掛け算での６として説明されています。 

 

■「食産業王国やまがた」の実現を目指して 
本県では、「食産業王国やまがた」の実現を目指し、本県ならではの「６次

産業化」を「オール山形」の体制で推進しています。置賜地域では、平成２６

年３月に「やまがた６次産業化戦略置賜地域実施本部」を設置、また『「食の

桃源郷おきたま」創造プロジェクト』を策定し、農と食を起点とした商業・工業・

観光との連携による６次産業化の推進及びブランド化と流通チャネルの拡大

に取り組んでおります。 

６次産業化ネットワークを形成し、様々な実践を行っている長井市、南陽

市、白鷹町、川西町の取組みについて、今月からシリーズで順次ご紹介しま

す。また、置賜地域の６次産業化を紹介するホームページ「美味しい加工品

＆体験を楽しもう！！～おきたま地域６次産業化等の取組み～」を作成しま

したので、ぜひご覧ください。 
おきたま ６次 検 索 

６次産業 

（１次・２次・３次

産業の連携により農

産物の付加価値を高

める取組み） 

１次産業（農林水産業）    ２次産業（製造業）   ３次産業（小売・サービス業）  

 あやめ公園のあやめが

見頃を迎える時期に合わせ

て、菊芋の健康ランチ（㈱タスパークホテル日本料理レストラン

「井井殿」にて提供）やレインボー野菜スイ－ツ（レストランジュア

ンにて「ごぼう姫」、「レインボーワッフル」を提供）でお腹を満たせ

る長井市に足を運んでみてください。 

○問 産業経済企画課 0238-26-6042 

 長井市では、長井産農産物や加工品の消費拡大に取り組んでおります。 

レインボープラン認証野菜（安全安心を認められた長井産農産物）を使用した

スイ－ツの開発・販売の取組みでは、和・洋菓子が開発され、絶品スイ－ツと謳

われています。また、化学肥料等を使用しない地元産の「菊芋」を使用した健康

ランチの提供や地元産の野菜等を発酵させた天然酵母使用田舎パンの販売も 

                               行われております。 

 ■長井市の主な６次産業化の取組み     シリーズ おきたま地域6次産業化の取組み No.１   



 

 

  トピックス 「夏の省エネ県民運動」について                 ○問 環境課 0238-26-6033    

 

 この人に聞く 

米沢ヘリポートは、平成４年４月に開港した公共用ヘ

リポートで今年２４年目を迎えました。ヘリポート施設は

米沢八幡原中核工業団地の中心に位置し、警察活動、

救難活動、救助活動、消火活動及び救急患者搬送等の

緊急時の利用や、民間機による遊覧飛行、資材運搬、

薬剤散布、測量調査及び写真撮影等で幅広く利用可能

な航空拠点の施設です。置賜地方で唯一給油ができ、

一年通して着陸及び停留が可能な施設でもあります。ヘ

リポートの敷地面積は２０，６５６㎡で、最大離陸重量は

９トンであることから、国内のヘリコプターは殆どが着陸

可能です。 

 平成４年開港時にはヘリコプターによる農薬散布が盛

んになり多い年では３６６回の着陸回数がありましたが、

農薬散布を行わない現在では着陸回数は減少したもの

の防災ヘリ、県警ヘリ及びドクターヘリ等の活動に不可

欠なヘリポート施設となっております。 

 置賜地域の航空交通に利用されている米沢ヘリポート

の利用促進を図るため、昨年度は９月に「米沢と大空を

つなぐ地域密着の航空拠点、米沢ヘリポート」と題して新

パンフレットを作成し、全国の空港施設や米沢市周辺の

企業及び関係機関に送付・配布を行いました。また、１０

月には地域住民並び

に米沢八幡原中核

工業団地の企業にヘ

リポートを広く知って

いただくと共に、子供

たちが働く航空機を

間 近 に 見 学 で き る

「消防防災ヘリ『もが

み』の 見 学 会（指 定

管理者・東北警備保

障株式会社主催）」を企画しましたが、当日は濃霧のた

め中止となりました。見学会には多くの方に足を運んで

いただきましたが本当に残念でした。楽しみにしていた

子供達のため、遠方から足を運んでいただいた方々の

ためにも、今後も見学会を企画したいと考えております。 

 今、社員が頑張っているのは環境整備です。安心、安

全な空港であることは当然ですが、使用した人が安らげ

て作業しやすい空港の維持管理に努めています。米沢

ヘリポートを見たことがない方は、ぜひ一度見学にいらし

てください。そして利用促進にご協力していただければあ

りがたいと考えております。 

 事業報告 主要地方道米沢猪苗代線（西吾妻スカイバレー)の開通について ○問 道路計画課 0238-26-6080 

平成２６年１１月１４日から冬期閉鎖しておりました主要地方道米沢猪苗代

線（西吾妻スカイバレー）は、平成２７年４月２３日（木）午前１０時に開通しまし

た。開通にあたり、県境の白布峠駐車場では関係機関による安全祈願祭が行

われ、利用者の無事故を祈りました。 

西吾妻スカイバレーは、全長１７．８ｋｍ（山形県側Ｌ＝８．１ｋｍ）。昭和４８年

７月１日に有料道路として供用が開始され、平成１５年７月１日には、道路公社

から山形県に移管された道路です。 

山岳道路であり、カーブが多く縦断勾配も急なため、安全な運転をお願いし

ます。なお、大雨時には、状況により全面通行止めする場合がありますのでご協力をお願いいたします。 

  

をスローガンに、県民の健康及び経済

活動の維持・向上を最優先に、県民生活や経済活動に無理のない範囲での、知恵と工夫を活

かした自主的な省エネ・節電及びピークカット・ピークシフトの定着を広く呼びかけています。 

■７～９月の電気使用量削減（平成２２年度対比５％を目安とする） 

■ピークカット・ピークシフトに取り組む時間帯 １４：００～１５：００ 

今年度の主な取組み 
   ・｢山形県地球温暖化防止県民運動推進大会｣の開催（６月10日） 

 ・省エネにまつわるポスター・川柳コンテストの実施（募集期間：７月中旬～８月末までの予定） 

 ・地球温暖化への関心を醸成するための｢こどもエコドライブ教室｣の開催など 



 

 

 シリーズ 置賜発野菜まるごとレシピ集 №6 さやいんげんと鮭フレークの卵炒め   ○問 保健企画課 0238-22-3004 

 知って得する情報  再生可能エネルギー設備導入事業費補助金について  ○問 環境課 0238-26-6102 

１年で一番気温が高くなる季節になりました。夏は、強い陽ざしを受けたり、冷房のきいた部屋で過ごしたりと、温

度差に体が慣れるまでは、体調をくずしがちです。そんな時でも、食事はしっかり食べたいものです。 

今回はさやいんげんに鮭フレーク・卵を加えることで彩りよく、メインのおかずにもなるメニューをご紹介します。お

弁当にもう一品ほしい時にもおすすめです。レシピ集は配布しておりますので、お問い合わせください（置賜保健所

ホームページにも掲載しています）。 

【材料／２人分】             

・さやいんげん ・・１５本（１００ｇ） 

・卵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２個       

・鮭フレーク ・・・・ 大さじ２（３０ｇ）     

・ごま油 ・・ 大さじ１/２ 

・塩 ・・・・・・・・・・・ 少々 

・こしょう ・・・・・・・ 少々 

・めんつゆ ・・・ 小さじ１   

県では、家庭や事業所における再生可能エネルギー設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るた

め、太陽光発電設備などを設置する方に対して助成を行っています。是非ご活用ください。 

 ■補助対象設備の種類及び補助金額（又は補助率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■受付期間  平成２８年２月２９日(月)まで ※予算額に達した時点で終了 

 ■受付窓口  特定非営利活動法人 ビルトグリーンジャパン[県委託先] 

   〒990-2303 山形市蔵王上野南坂1046－1 （TEL 023-673-9501）  

  HPアドレス ：http://www.builtgreen-jp.org/index.html 

設備の種類 設備の要件 設備の用途 
交付の 

対象者 

補助金額又は 

補助率（上限） 

太陽光発電設備 発電出力10kW未満 住宅用・事業所用 個人・法人 2.5万円/ｋＷ（20万円） 

木質バイオマス燃焼機器 

（ペレット・チップ・薪・モミガライト 

ストーブ及びボイラー） 

― 
住宅用、事業所用、 

農業用施設用 
個人・法人 

ストーブ：１/３（10万円） 

ボイラー：１/10（20万円） 

太陽熱利用装置 集熱面積２㎡以上 住宅用 個人 １/10（５万円） 

地中熱利用空調・融雪装置 ＣＯＰ3.0以上 住宅用 個人 １/10（20万円） 

 知って得する情報 猫の飼い方                        ○問 生活衛生課 0238-22-3750 

最近、「近隣の飼い猫が畑を荒らす」や「近隣の飼い猫が

家の前に糞尿をしていく」、「近隣の人がノラ猫に餌を与えて

増えてきている」など猫に関する苦情や相談が増えてきてい

ます。 

  飼い猫が原因で良好だったご近所関係も悪

化することがあります。また、動物愛護管理法

第７条にも飼い主はペットが他人に迷惑をか

けないように努める事が定められていますの

で、飼主のマナーアップは必須といえます。 

飼い猫が他人に迷惑をかけないために 
①飼い猫を室内飼いする 

 交通事故や猫エイズの感染を防げます 

②首輪・迷子札・マイクロチップを付ける 

 万一、迷子になってもお家に帰れます 

③避妊・去勢を行う 

 臭い尿や鳴き声を防げます 

④ノラ猫に餌をあげない 

 あげるとノラ猫が増えてしまいます 



 

 

 

これからの時期、気温・湿度が高くなってくると、食中

毒の原因となる細菌が増殖しやすくなるため「細菌性食

中毒」に注意が必要です。 

特に注意して頂きたいのが、鶏肉や牛肉に付着して

いる「腸管出血性大腸菌（Ｏ１５７、Ｏ１１１など）」、「カン

ピロバクター」及び「サルモネラ」という菌です。これらの

菌は、元々は動物の腸に常在しており、動物をと殺して

肉を作る段階等に肉に付着してしまいます。 
 

 

 これらの細菌による食中毒の予防のためには、食品

を十分に加熱することが重要で、７５℃以上で１分間の

加熱が必要といわれています。焼肉やバーベキューが

多くなる時期ですので、自分で

肉を焼いて食べる場合はしっ

かり加熱してから食べましょ

う。また肉を加熱する際は、生

肉専用のトングを使い、食べる

箸では生肉に触れないように

しましょう。 

 

   おう吐や下痢の症状は、原因物質を排除しようという

体の防御反応です。むやみに市販の下痢止めなどの

薬を服用せず、早めに医師の診断を受けましょう。 
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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。 

  建設部では、昨年、一昨年と二年続けての大雨により、南陽市を中心に浸

水などの被害をもたらした河川の改修を行うため、昨年度に河川砂防課の中

に設けた改良復旧担当をさらに拡充し、今年度から県南豪雨災害復興推進

室を開設しました。吉野川復緊事業・災害関連事業及び織機川災害関連事業

に注力し、また、県道米沢南陽白鷹線も大きな被害を受けたことから、道路復

旧と一体となって両河川の復旧・復興をさらに推し進めているところです。工

事が本格化して参りますので、ご協力をお願いいたします。（建設部） 

お 知 ら せ 

保健だより 

○問 生活衛生課 0238-22-3750 

「2015.07 ハローワーク就職面談会 in 米沢」のご案内 

ハローワーク米沢管内の企業参加による就職面談会を開

催します。 

企業担当者と直接面談ができ、再就職のチャンスが広がり

ます。ぜひお気軽にご参加ください。 

■日時 ： 平成２７年７月２９日（水） １３：３０～１６：００ 

                      （受付開始１３：００） 

■会場 ： グランドホクヨウ 

    （〒992-0012 米沢市金池2-3-7 TEL0238-22-1238） 

■参加企業 

 ハローワーク米沢管内に本社または就業場所があり、ハ

ローワークに正社員の求人票を提出している企業（約100社） 

■参加対象者 ： 全年齢の一般求職者 

 ・主催 米沢公共職業安定所・山形労働局 

 ・共催 置賜地区雇用対策協議会 

○問 ハローワーク米沢 0238-22-8155 

「山形おきたま産直市」朝市を開催します 

「東南置賜直売ネットワーク」（農産物直売組織８組織で構

成）による朝市を６月６日から開催します。会員が直接、新鮮

野菜や果物、自慢の漬物やお菓子等の加工品、花などを各

種取り揃えて皆様をお待ちしています。生産者とふれあいな

がら置賜の味をお楽しみください。 

■日時 ： ６～１２月の毎月第１土曜日 ８：００～９：００ 

      （6/6、7/4、8/1、9/5、10/3、11/7、12/5） 

■場所 ： 置賜総合支庁本庁舎玄関前広場 

      （米沢市金池７－１－５０） 

■ご来場の方へサービス！ 

 ・スタンプラリーでプレゼント  

毎回、購入いただいた方にスタンプを１個押します。３個以上 

集めた方には、１２月の抽選会でプレゼントを差し上げます。 

 ・季節の味をふるまいます 

６月はさなぶりもち、７～１１月は季節のかわりご飯の試食 

サービスを行います。 

○問 農業技術普及課 0238-57-3411 

薬物乱用のない社会を目指し、官民一体となって、県民一

人ひとりの薬物乱用問題に対する意識を高めるとともに国連

総会決議に基づく「６・２６国際麻薬乱用撲滅デー」の周知を図

るため、ヤング街頭キャンペーンを次の日程で実施します。 

当日は、ボランティアによる募金の呼びかけ、パンフレット等

の配布を行うほか、警察の広報車で違法薬物の見本やパネ

ル展示を行います。また、かねたんも来場して「ダメ。ゼッタ

イ。」をＰＲしてくれる予定です。皆様の多数の参加をお待ちし

ています。 

●ヤング街頭キャンペーン 

 ■日時 ： ６月２８日（日） １３：００～１４：３０（予定） 

 ■場所 ： イオン米沢店（米沢市春日2-13-4） 

  ○問 保健企画課 0238-22-3872 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動６・２６ヤング街頭キャンペーン 
  平成２７年度 置賜文化ホール自主事業 

Jazz Cafe Live ～横澤 徹（Ａ.sax）カルテット～ 

山形、仙台を主な拠点とするアルトサックスプレーヤーの

横澤徹さん（長井市）がリーダーを務めます。 

ミュージアム・カフェを会場に松が岬公園の夜景を眺めな

がら、ドリンクとともにお楽しみください。 

■日時 ： ６月６日（土） 午後６時３０分開場 午後７時開演 

■会場 ： ミュージアム・カフェ「Ｃulture（クルチュール）」 

              （米沢市丸の内１-2-1 TEL0238-26-2666）  

■料金 ： 全席自由 前売１，０００円（当日１，２００円） 

      ※１ドリンク付き  

 （チケット取扱い：伝国の杜） 

○問 地域振興課 0238-26-6018 


