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おきたま 

「最上川の水質は？」 

最上川（松川）は、米沢市に端を発し日本海に注ぐ全長約230kmの山形県を代表

する川ですが、最上川の水質は昔（40年前頃）と比べてどうなっているでしょうか？  

 ① 良くなっている ② 悪くなっている ③ 変わらない   

クイズで 

知ろう！ 

12 

やまがた冬のあった回廊キャンペーン開催！ 

トピックス 台風１９号被災地知事視察            ○問 総務課 防災安全室 0238-26-6007 

○問  やまがた冬のあった回廊キャンペーン実行委員会事務局（置賜総合支庁観光振興室内）☎ 0238-26-6046 

 10月12日（土）に本県に最接近した台風19号は、関東・東北地方の太平洋

側を中心に各地で甚大な被害をもたらしました。 

 このため、吉村知事は、県内でも浸水被害が大きかった川西町の犬川地区や高

畠町の糠野目地区、夏茂地区を10月16日（水）に視察し、住民の方々から当

時の川の様子や家屋等の被害状況などをお聞きしました。      

イベント情報 

トピックス 「知事と若者との地方創生ミーティングin川西町」開催  ○問 総務課 企画調整担当 0238-26-6006 

  

 置賜地域と上山市の4市5町が連携し、冬の魅力を発信

する「やまがた冬のあった回廊キャンペーン」を12月1日(日)か

ら来年3月31日(火)まで開催しています。 

 冬の祭りや雪遊び、米沢牛や銘酒・ワイン、温泉といった

当地域ならではの魅力が満載です！！ 

 期間中は地元のお酒やお米、郷土料理などが当たるアン

ケートを実施します。また、小野川温泉をはじめとする米沢八湯や赤湯

温泉などに宿泊し、スタンプが押されたアンケートを送っていただくと、Ｗチャ

ンスで宿泊券や米沢牛などの豪華賞品も当たります！さあ、“おきたま・か

みのやま”にいらしていただき、からだもこころもあったまってください。 

 くわしくは、置賜地域・上山市の観光・立寄施設や旅館・ホテル等に設

置しているキャンペーンパンフレット、または特設ホームページをご覧ください。     

 ホームページアドレス ： http://attakairou.oki-tama.jp/    

『最上川 長井市「さくら大橋」より』 

上杉雪灯篭まつり 

  すき焼きとワイン 

 11月1日(金)、川西町交流館「あいぱる」で、原田町長が進行役となり、町内の

高校生、農業、自営業、保育士など9名の若者が吉村知事と意見を交わしました。 

 その中では、〇女性消防団活動について、〇外国人が参加できるイベントについ

て、〇こども食堂について、〇消費者が求めるお米を日本一たくさん作る農家につい

て、〇千年に一度の大雨にも耐える農業土木施設をつくるという将来の夢など、幅

広い意見が出されました。吉村知事からは、「皆さんが生き生きと生活することが、

町、県、国の元気につながる。今日のご縁を大切にしてほしい」と、今後の活躍にエー

ルが送られました。 参加者の皆様と 

知事視察の様子 

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%9B%9E%E5%BB%8A&ie=utf-8&oe=utf-8&hl=ja&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&gws_rd=ssl


 

 11月15日(金)、置賜地域における課題や施策展開に関する調査・審議を行う、置賜地域議員協議会が、管内から選出

された８名の県議会議員の出席のもと、置賜総合支庁西置賜地域振興局において開催されました。 

 審議に先立ち、渡辺支庁長から、台風19号に係る大雨被害及び対応状況など

置賜地域の最近の状況について、迎田教育事務所長から、全国学力・学習状況

調査結果の概況と対応等について説明を行いました。 

 質疑では、台風19号に係る復旧事業、定住自立圏構想の取組み状況や課

題、企業等の事業承継の現状、やまがた冬のあった回廊キャンペーンの取組み内

容、高齢者福祉施設の適性な運営など、県政全般について活発な議論が交わさ

れました。 

置賜文化フォーラム アートマネジメント事業 

「これからのローカルをつくる、デザインとアートの相談会」を開催しました！  ○問 総務課 連携支援室 0238-26-6021 

全国で活躍するいま注目のクリエイター4名を講師に迎え、デザインやアートによるまちづくりの実践方法について、講師と参加

者とで考え語り合う相談会を10月19日(土)に開催しました。 

 浜田広介記念館を会場に県内外から41名の方に参加いただき、講師ごとに「もの

づくりとローカル」、「福祉とデザイン」等の4テーマに分かれ、地域や参加者自身の活

動での課題を相談し合いました。「デザインは美しさだけでなく、真に情報を届けたい

人に“伝える”力を備えている」といった講師によるデザインやアートが持つ可能性の話に

参加者は耳を傾けていました。また、「アート作品を使ったまちおこしの企画」の相談に

は、「各地域の個性、特性に合わせ、受け入れられるプロジェクトを作っていくことが必

要」といった回答など、講師や参加者同士で熱心に語り合いました。 

トピックス 山形県 県土づくり感謝状の贈呈式が行われました！ 
                   ○問 建設総務課 建設技術・事業調整担当  0238-26-6099 

事 業 報 告  

 山形県では、公共土木施設等の利用環境の改善、安全の向上に関し著しい功績のあっ

た団体及び個人へ、感謝状を贈呈しています。今年度は、道路美化活動部門など６部門

において75の団体・個人が表彰され、11月18日(月)に山形県庁２階講堂で贈呈式が行わ

れました。 

 置賜地域からは以下の12の団体・個人が表彰され、受賞者を代表して、思い川愛護会

の田中 惠治さん（白鷹町畔藤）が謝辞を述べられました。 
 

 〇 道路美化活動部門（敬称略） 

   幸友会（米沢市）、米沢市西部地区克雪・クリーン作戦対策協議会（米 

   沢市）、 愛宕地区づくり委員会（米沢市） 
 

 ○ 河川・海岸等の美化、環境保全及び愛護意識啓発活動部門（敬称略） 

     御廟二丁目南町内会（米沢市）、長手河川を愛する会右岸（米沢市）、 

     長手河川を愛する会左岸（米沢市）、みどり河川愛護会（高畠町）、 

     株式会社佐藤商事（長井市）、株式会社鈴木工務店（白鷹町）、 

     思い川愛護会（白鷹町） 
 

 ○ 道路情報伝達業務部門 渡部 久さん（米沢市） 
 

 ○ 河川海岸監視、水防・防災業務部門 平 長治さん（長井市） 
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令和元年度第２回置賜地域議員協議会 を開催              ○問 総務課 企画調整担当  0238-26-6006 

地域議員協議会の様子 

相談会の様子 



                                   

 

「旬の山形おきたま 伝統野菜あがやえフェア 2019 」 PRイベントを開催   

                              ○問 農業振興課 生産流通担当 0238-26-6051 

      冬季の献血に御協力お願いします！ 

         

 

例年、この季節は風邪やインフルエンザなど体調を崩す方が多く、全国的に献血へ

の御協力者も少なくなりますが、血液は医療技術が進歩した現在でも、人工的に造

ることができず、さらに長期保存もできません。 

県内の皆様から御協力いただいた血液は、宮城県の日本赤十字社東北ブロック

血液センターで輸血用血液製剤となり、その多くはがん治療などで使用されています。 

血液を必要としている方のために、より多くの皆様の温かい御協力をお待ちしており

ます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

保健だより 

置賜地域の飲食店・洋菓子店15店で伝統野菜を使ったオリジナル料

理やスイーツを提供する「旬の山形おきたま伝統野菜あがやえフェア2019」

（9/14～10/20）をＰＲするため、10月5日（土）、道の駅川のみなと

長井で伝統野菜を使ったスイーツの試食提供イベントを開催しました。 

イベントでは、来場者の皆さんに伝統野菜の特徴や美味しさを紹介した

後、「馬のかみしめ」のバターロールケーキ、「宇津沢かぼちゃ」のモンブラン、

「紅大豆」のプリンの試食提供を行い、約100名の方に普段とは

ひと味違う伝統野菜の魅力を堪能していただきました。                                       

ヘリポートを狙ったテロ事件に備え、関係機関の連携と迅速な有事対応を図るため、11月7日（木）に県が管理する米沢

ヘリポートで、「不法侵入・航空機不法奪取事件への対応訓練」を行いました。 

 訓練には、県、米沢市、米沢警察署、米沢消防署、指定管理者（東北警

備保障株式会社）から計24名が参加して、「爆発物を持った犯人がヘリポート

内に侵入し、ヘリコプターに見立てた乗用車を奪い、パイロットを連れてくるよう要

求したとの想定」で行いました。不審者を発見してからの通報訓練、通報を受け

てから現場への参集訓練、現地対策本部の設置・運用訓練、ヘリポート内への

車両誘導訓練、犯人の捕捉訓練等、一連の流れで確認を行いました。実際の

緊急時においても迅速かつ確実に対処できるよう、今後もあらゆる事態を想定

し、安心して利用していただけるよう繰り返し訓練を実施していきます。 

米沢ヘリポートのテロ事件に備えた対応訓練    
                                                                                      ○問 建設総務課 建設技術・事業調整担当   0238-26-6099 

知って得する情報  譲渡前講習会のお知らせ               ○問 生活衛生課 乳肉衛生管理担当   0238-22-3750               

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 保健企画課医薬事担当 電話 0238(26)6026 

 置賜総合支庁 本庁舎に 

  献血バスが来ます！ 
 

☆令和２年１月１５日(水) 

☆受付時間： 9:30～11:30 

        13:00～15:30 

☆受付場所：置賜総合支庁 

       本庁舎１階ロビー 

※置賜地区の献血日程は置賜保健所ホームページに掲載しています（毎月更新） 

対応訓練の様子 

伝統野菜を使ったスイーツの試食提供 

https://www.google.co.jp/search?q=%E7%BD%AE%E8%B3%9C%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%89%80%E7%8C%AE%E8%A1%80&ie=utf-8&oe=utf-8&hl=ja&gws_rd=ssl


 

  

 

 ① 良くなっている。 

 最上川の水質については、現在、国と県で上流から下流まで10地点で測定しています。川の汚れ具合を示す指標 「ＢＯＤ

（生物化学的酸素要求量）」で見ると、年々ＢＯＤの値が下がってきており、40年前と比べて良くなっていることがわかります。

（ＢＯＤの数値が大きいほど汚れている。魚（サケ、アユ）がすめる川のＢＯＤは３mg/L以下です。） 
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皆様のご意見、ご感想を 

お待ちしております。 

冬に増加する「入浴事故」に注意！ 

クイズで知ろう！の答え 

お 知 ら せ 

外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン 

運動実施中！（１２月～１月） 

「里の名水・やまがた百選」２か所 新たに選定 

油の流出事故防止 

冬は入浴中の事故が多く発生します。それは、急激な温

度変化で血圧や脈拍が急変する「ヒートショック」が起こるため 

です。ヒートショックは、心筋梗塞や脳卒中、意識障害を引き 

起こし、死に至ることもあります。特に高齢の方は注意が必要 

です。安全に入浴するため、以下の点に気をつけましょう！ 

・脱衣所や浴室を暖める 

・入浴前、かけ湯をする 

・湯温は41度以下 

・入浴前後に水分補給 

・浴槽からあがる時はゆっくりと 

・体調不良時、飲酒後や食事の 

  直後、睡眠薬などの服用後、 

  早朝は入浴しない 

 ■保健企画課 健康長寿推進担当 電話 0238-22-3004  

 国内において、まだ食べられるのに捨てられている食品が、年

間で643万トンあるとされています。これは、1人1日あたりお茶

碗にして約1杯分（約139グラム）もの食べ物を毎日捨ててい

ることに相当します。たいへんもったいないと思いませんか？ 

忘年会や新年会が増える12月・1月に、宴会時の食べ残し

削減に向けたキャンペーンを実施しています。「おいしく残さず食

べきろう！」を合言葉に、宴会では次の「宴会5箇条」を実践

し、少しでも食品ロスを減らしましょう。  

  ■環境課 廃棄物対策担当 電話 0238-26-6034   ■環境課 環境保全・自然環境担当 電話 0238-26-6035 

■環境課 環境保全・自然環境担当 電話0238-26-6035 

 油断大敵！冬は油流出事故が多発します。その多くは「うっ 

かりミス」によるもの。流出した油は土壌や河川へ流れ込み、環

境汚染・生態系破壊を引き起こします。また、油の拡散防止に

必要となった経費は、原因者が負担しなければなりません。 

≪油の流出事故を防ぐために≫ 

○ホームタンクから灯油を小分けするときは、その場を離れない！ 

 目を離さない！ 

○ホームタンクや配管に破損や亀裂がないか常に点検を行う！ 

 油流出事故が発生・発見した場合は、消防署、警察署、市 

 町、総合支庁にご連絡ください。 

 油流出事故を防止して、きれいな最上川を守りましょう！  

■環境課 環境保全・自然環境担当 電話 0238-26-6035 

■建設総務課 行政係        電話 0238-26-6008 

  令和元年度「里の名水・

やまがた百選」に、置賜地

域から「館清水（たてしみ

ず）」（米沢市広幡町）

「知恵の水（利根水）

（ちえのみず（りこんす

い））」（高畠町亀岡）

の2か所が選定され、置賜

地域は10か所（県内53か所）となりました。里の名水は来

年度以降も選定予定です。湧水の情報があれば、環境課ま

で、ぜひお寄せください。     

 

 

 

知恵の水（利根水）（高畠町亀岡） 

https://www.google.co.jp/search?q=%E9%87%8C%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%B0%B4%E3%83%BB%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%8C%E3%81%9F%E7%99%BE%E9%81%B8&ie=utf-8&oe=utf-8&hl=ja&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&gws_rd=ssl

