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トピックス 「置賜地域奥羽新幹線・米沢-福島間トンネル整備実現同盟会」の設立について ○問 総務課連携支援室 0238-26-6020

12月26日に奥羽新幹線の早期実

現に向け、置賜８市町の首長・議会

議長をはじめ、経済界等による『置賜

地域奥羽新幹線・米沢-福島間トンネ

ル整備実現同盟会』の設立総会がグ

ランドホクヨウ（米沢市）で開催されまし

た。総会では、これまでの米沢市単独で

の実現同盟会を、置賜地域の他市町

にも拡大し、奥羽新幹線の整備と米

沢－福島間トンネルの早期実現に向

けた、国土交通省などへの要望、置賜

地域の住民等に対する啓発広報活動

等に置賜地域が一緒になって取り組ん

でいくことが決まりました。

開催にあたり、会長の米沢市長から

の「置賜地域が一堂に会しての設立と

なり心強い。」とのあいさつの後に、顧問

の吉村知事は「トンネルの早期事業

化、奥羽新幹線の早期実現には置賜

地域の熱意と団結が重要。トンネルで

つながる福島とも連携し、実現に向けた

取組みを力強く推し進めていただくこと

を期待します。」と祝辞を述べました。 

また、会長からは、県同盟と連携した

トンネル整備の実現に向けたＰＲ「看

板」の米沢駅周辺における設置の報告

があり、総会後には、青森大学の櫛引

素夫教授が「人口減少社会と新幹線

の役割」について講演されました。

まほろば冬咲きぼたんまつり（高畠町）真っ白な雪景色の中、色鮮やかな牡丹が彩りを

添える真冬のお花見はいかがですか。今年は高畠町太陽館(JR高畠駅)前広場などで2

月8～11日の開催です。鑑賞後は太陽館内の温泉もどうぞ！(地域産業経済課観光振興室） 
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１月１１日～２月３日は雪害事故防止強化月間です。例年この

時期は降雪量が多く、雪による事故が増加します。 

過去３年間の死傷者は３１０名で、自宅など建物の屋根の雪下ろ

し作業中の転落や、屋根からの落雪で、事故原因全体の約７割を占め

ます。 

また、年代別では６５歳以上の割合が非常に高くなっています。「慣

れているから大丈夫」など、油断や過信が大きな事故につながります。 

万が一に備えてしっかり装備し、安全に雪下ろしを行いましょう。 

○問総務課防災安全室 0238-26-6007 

雪中の事故を防ぐために

○雪下ろし中の事故を防ぐポイント

＊ 作業は２人以上で！  ＊ 動きやすい安全な服装！

＊ はしごはしっかり固定！ ＊ ヘルメット、命綱は必須！

＊ 使いやすい除雪道具を！ ＊ 体調管理は万全に！

＊ 気温が高い時は雪の緩みに注意！

○除雪機使用時の事故を防ぐポイント

＊ 安全装置の作動確認

＊ 雪詰まりはエンジンを止め、雪かき棒で取り除く

＊ 後進する時は、足元や後方の障害物に気を付ける



 

 

 トピックス 知事が南陽市を訪問しました              ○問 総務課 0238-26-6006 

 

(株)ナカノアパレルを訪問しました。同

社は国内外有名ブランドの女性用衣

料の受託生産等 を行っており、平成24

年に同市に工場を開設、平成28年に

は本社を東京から移転しました。さらに

昨年６月には、本社隣接地に社員

寮、シェアハウス、保育所、研修室から

なるナカノヴィレッジが完成し、地域の活

性化に貢献されています。 

吉村知事は保育所や工場を視察

し、最後に社員の皆さんを前に激励しま

した。 

市防災センターにて侃鶯会（かんお

うかい）南陽舞踊部の皆さんと交流し

ました。同部は民謡の県大会で常に上

位の成績を修め、全国大会にも出場す

るなど活躍されています。 

数あるレパートリーの中から「真室川

音頭」を披露いただいた後は、抹茶をい

ただきながらの懇談となりました。普段

の活動から県政の課題に至るまで幅広

い事柄が話題となり、皆さんとの交流を

深めました。 

 

 

シェルターなんようホール（市文化会

館）にて行われました。学生や自営業

の方など11名が参加し、「アートやイベン

トで市民が自慢できる街にしたい」、「こ

れからの時代に必要なものに子どもが

触れる機会を増やしたい」、「子どもがが

市内の観光資源で遊んだり体験できる

場所があることをＰＲしたい」といった幅

広い意見が出されました。 

吉村知事からも、人とアイデアのつな

がりによって地域が活性化することを期

待し、エールが送られました。 

置賜地域における子育てを応援する

ため、子育て支援団体、行政機関等

で組織する「置賜地域みんなで子育て

応援団」の事業として、子育て中の親

子と高校生とのふれあいの場を作り、い

のちの大切さなどをお互いに確認しあう

「世代間のふれあい交流事業」を12月

7日、米沢中央高校セミナーハウスを会

場に同校の生徒を対象にして開催しま

した。 

当日は、8組の親子に協力をいただ

き、50名程度の生徒が8つのグループに

分かれ、赤ちゃんを抱っこしたり、おも

ちゃであやしたり、おむつ替えなどを体験

しました。 

泣いている赤ちゃん、既に寝ている赤

ちゃんがいるなど、高校生も最初は戸

惑いながらのふれあいでしたが、高校生

も赤ちゃんもお母さんも最後は笑顔にな

り、産み育てることの素晴らしさを実感

した一日でした。 

「置賜地域みんなで子育て応援団」

では、研修会や世代間の交流事業等

をはじめ、これからも地域ぐるみで子育

てを支援する気運づくりを進めてまいり

ます。 

事業報告 置賜地域みんなで子育て応援団 世代間のふれあい交流事業  ○問 子ども家庭支援課 0238-26-6027 

 昨 年12

月1日 か ら

1月31日ま

での２ヶ月

間、福 島

市 内 の 老

舗ホテルで

「置賜地方フェア」を開催しました。 

東北中央自動車道開通でより身近

になった福島県において、置賜地域の

農畜産物や観光の魅力をＰＲするた

め、ＪＲ福島駅前のホテル辰巳屋の

協力を得て実施したものです。 

フェア期間中は、ホテル内の日本料

理「しのぶの里」において、銘柄豚や山

形おきたま伝統野菜など置賜が誇る食

材をふんだんに使った「置賜あがやえラ

ンチ（豚すき鍋御膳）」が提供されま

した。上品な味付けにより食材の良さが

引き出され、お客様からは「とても美味

しかった」と大変好評でした。 

また、ホテル内に置賜地域紹介コー

ナーを設置し、伝統野菜や笹野一刀

彫などの特産品、観光パンフレットなど

を展示し、置賜地域の魅力や「やまが

た冬のあった回廊キャンペーン」をＰＲす

るとともに、アンケートにより抽選で米沢

牛お食事券などが当たるキャンペーンを

実施しました。 

12月25日からは、置賜地域の特産

品である「啓翁桜」をホテル内に展示

し、ランチに彩りを添えるとともに、一足

早い春をお楽しみいただきました。 

事業報告 福島県で「置賜地方フェア」を開催          ○問 農業振興課 0238-26-6051 

１月11日、「知事のいきいき企業訪問」、「知事のほのぼの訪問」及び「知事と若者の地域創生ミーティング」が南陽市で

行われました。 

知事のいきいき企業訪問 知事のほのぼの訪問 知事と若者の地域創生ミーティング 

社員の皆さまと 侃鶯会の皆さまと ミーティングの様子 



 

 

 共同作業所まんまる （就労継続支援B型事業所） 

第９回 

シリーズ 

 

○問 生活衛生課 0238-22-3750・3740  

☆クロモジ茶     
(25g 500円(税込))   

小国産の黒文字の

木 か ら「ク ロ モ ジ

茶」を 作 っ て い ま

す。 

和の香りが楽しめるスッキリと

した、ノンカフェインのお茶で

す。 

☆桑茶               
(25g600円 50g1,000円(税込)) 
 岩手産の桑の葉っぱと

桑の葉のパウダーを仕入

れ て 桑 茶 を 作 っ て い ま

す。 

人気商品は、桑茶のパウダーで

す。料理やお菓子作りにも手軽に

使えます。ぜひ、お試し下さい。 

共同作業所まんまるは、利用者の意

思人格を尊重し利用者の立場に立った

作業や活動をすることを目的としてい

ます。  

＜お問い合わせ＞ 

NPO法人まんまる 

共同作業所まんまる 

住所：小国町大字小国小坂町475-1 

電話：0238-62-5802 

○問 地域保健福祉課 0238-26-6028 
＜販売場所＞・NPO法人まんまる「自然館」・道の駅「白い森おぐに」 

・ショッピングセンター「アスモ」内 ・ショッピングモール「エコー」内 

胃粘膜に入り込んだアニサキス 

予防法 

症 状 

●食後2～8時間後に、激しい腹痛、嘔気、嘔吐

を起こします。治療法は内視鏡による虫体の摘

出以外にありません。 

①冷凍する。（－20℃で24時間  

以上冷凍すると死滅） 

②新鮮な魚を選び、速やかに内臓

を取り除く。内臓を生で食べない。 

③目視で確認して、アニサキス幼虫

を除去する。 

④加熱する。（60℃では数秒で、

70℃以上では瞬時に死滅）              

 アニサキスは寄生虫（線虫）の一種で、その幼

虫はサバ、サンマ、カツオ、イナダ、イワシ、イカ、アジ

等の魚介類に寄生します。この幼虫が寄生する魚

介類を生食すると幼虫が胃壁等に刺入し、耐えが

たい腹痛などを引き起こしますので、魚介類を生食

用に調理する場合は十分にご注意ください。  

  「酢じめ」等の調理 

 やワサビでは死滅しま 

 せん。 

 知って得する情報 

 猫に対するあなたの優しいお気持ちは分かります。 

 しかし、ご近所に猫による糞尿などで迷惑がかかっている

ことにも目を向けてください。 

 また、むやみにエサをやってしまうと猫が集まり、仔猫が生

まれ、次々猫が増え、不幸な運命をたどる悪循環を招いて

いることもご理解ください。 

 猫のことを本当に思うなら飼い猫として室内で飼ってあげ

てください。それができないのであれば、エサを与えることはや

めましょう。 

【犬ねこの譲渡前講習会のご案内】 

この講習会は、置賜保健所が引取り等した犬やねこを譲渡する前に、希望者に受けていただくものですが、譲渡を

希望しない方であっても受講が可能です。関心のある方は、是非受講してください。 

日時：毎月第3木曜日午後２時～(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。 

猫へのむやみなエサやりで 

ご近所迷惑となっていませんか？ 

○問 生活衛生課 0238-22-3750 
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皆様のご意見、ご感想を 

お待ちしております。 

   

 「ダムカード」は、ダムの写真・形式・貯水池の

容量やこだわり情報など、ダムをより知っていただ

こうと平成19年より配布が始まり、現在では、全国で600以上のダムカードが

発行されています。置賜地域の治水ダムとしては、「綱木川」「木地山」「長井」

「白川」「横川」の５ダムのダムカードがあり、県が管理している綱木川ダムで

は、昨年約500枚を配布し、中には関東方面から収集に訪れた方もいらっしゃ

いました。皆さんも、ダムカードを集めに現地へ足を運んでみてはいかがですか？ 

（河川砂防課） 

                              配布場所、時間等については

 置賜文化フォーラムが川西町フレンドリープラザと共催で毎

年開催している「置賜こども芸術祭 演劇部門」。 

 置賜地区の３団体が一堂に会し、今年も開催します！ 

 演劇やミュージカルなどバラエティに富んだ名演技をぜひご覧

ください。 

○日 時：3月10日（日）14時開演 

○会 場：川西町フレンドリープラザ 

               （川西町大字上小松1037－1） 

○料 金：無料（どなたでも自由にお入りいただけます） 

 

置賜こども芸術祭 演劇部門「プラザ子ども演劇祭」 

○問 総務課連携支援室 0238-26-6021  

ダムカード 山形県 検索

 

 
 例年自殺者数の多い３月は自
殺対策強化月間とされています。 

 年度の変わり目は、環境変化な
どから特にストレスを感じやすく、過

度なストレスは心身の不調やうつ病などの精神疾患の原因に
もなります。眠れない、食欲がないなどの体調不良が続いてい

ませんか？ 
置賜保健所では随時心の健康相談を受け付けておりま

す。ご自身や周囲の人のことで心配なことがありましたら、一人
で悩まず、ぜひご相談ください。  

「適職到来 ハローワーク米沢就職面接会」を開催します 

 お仕事をお探しの貴方！就職のチャンス到来です。 

事前申込不要、入退場自由です。ぜひご参加ください。 

〇日時：2月15日(金)12:30～16:00(受付開始12:00) 

〇会場：グランドホクヨウ(米沢市金池2-3-7) 

〇内容：企業の担当者との個別面談、就職に関する各種   

    相談 

    就職活動に役立つセミナー・ミニトーク 

〇参加対象者：就職先をお探しの方（平成31年3月大 

       学・短大・専門学校卒業予定者含む） 

〇参加企業：ハローワーク米沢管内に本社又は就業場所が 

      ある企業(60社) 

〇主催：ハローワーク米沢 

○共催：置賜地区雇用対策協議会等 

○問 ハローワーク米沢 0238-22-8155    

 
東日本大震災復興祈念事業（米沢会場）のお知らせ  

 

  

山形県議会議員選挙のお知らせ 

○問 県選挙管理委員会置賜地方事務局 0238-26-6100  

提言募集！県内にお住まいの全ての方がご応募できます 
「わたしたちのまちと選挙」 締切 ２月８日（金） 

詳しくは 山形県選挙管理委員会ホームページ 
https://www.pref.yamagata.jp/ou/910001/teigen.html 

 

「冬の省エネ・節電にチャレンジ」実施中（2/28まで）  

 「冬の省エネ県民運動」の

家庭のアクション「冬の省エネ・
節電にチャレンジ」を実施して

います。家庭での節電の取組
みを報告すると、抽選で素敵

な賞品が当たります。 

 パンフレットは、総合支庁ロビーに設置しているほか、山形県

地球温暖化防止活動推進センターのＨＰ「家庭のアクショ
ン」からダウンロードできます。 

 冬期はエネルギー消費、特に電気使用量が増えますが、健
康に配慮し、無理のない範囲で省エネ・節電の取組みをお願

いします。 

３月は「自殺対策強化月間」です 

 

 山形県議会議員選挙（米沢市選挙区、長井市・西置

賜郡選挙区、南陽市選挙区及び東置賜郡選挙区）が次

の日程で行われます。 
○立候補予定者説明会及び出納責任者説明会 

 日時：3月5日（火）10時から 

 場所：置賜総合支庁本庁舎２階講堂 

○立候補届出受付 

 日時：3月29日（金）8時30分から17時まで 

   場所：置賜総合支庁本庁舎２階講堂 
○選挙期日 

 選挙の告示：3月29日（金） 

   投票：4月7日（日） 

   期日前投票：3月30日（土）から4月6日（土）まで                  

ⒸYOC  

※写真は昨年度のものです。  

○問 地域保健福祉課 0238-22-3015  

○問 環境課 0238-26-6033  

 今年も東日本大震災復興祈念事業を開催します。献花を

される方の入場は自由ですが、追悼式・イベントへの参加は事

前申込みが必要です。詳細はお問い合わせください。 

○日時：3月11日(月)13:30開場(11:30～献花) 

○場所：伝国の杜(米沢市丸の内1-2-1) 
○問 総務課防災安全室 0238-26-6007  

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180006/damkanri/dam_kenmin/damcard.html
http://www.eny.jp/syo_ene2018/index.html
http://www.eny.jp/syo_ene2018/index.html

