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（農）仙台イーストカントリーの消費者目線の米生産と６次産業化の 

取組が高く評価されました                     ▶農業振興部 

 農事組合法人仙台イーストカントリー（仙台市若林区）は，米作りのプロとしての高い技術力を生

かし，10 数品種を栽培・販売するとともに，直接お客様に味わっていただくため，農家レストラン

「おにぎり茶屋ちかちゃん」を運営しています。こだわりのお米を使ったおにぎりや自家製味噌を

使った豚汁などのメニューを提供しており，様々な具材が選べ，ボリュームも満点です。また，総菜

などを近隣のスーパーや直売所等で販売しています。  

東日本大震災から１０年の節目を間近にした去る１月２９日には，第５０回日本農業賞 の大賞・

農林水産大臣賞に選ばれ，３月６日には表彰式が開催されました。被災後わずか２ヶ月半で米作り

を再開し，米にこだわった復興を成し遂げたことや，消費者目線の経営展開が高く評価されました。 

「おにぎり茶屋ちかちゃん」のお近くに来た際は，ぜひお立ち寄

りください。２階で召し上がれるほか，テイクアウト商品などもお

買い求めいただけます。  

 

農家レストラン「おにぎり茶屋ちかちゃん」 

住所：仙台市若林区蒲町３１ 

看板メニュー「おにぎりプレート」 
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カーネーションの EOD-heating 現地検討会及び産地表示販売 

検討会を開催しました ▶農業振興部（亘理農業改良普及センター） 

 令和 3 年 3 月 12 日に宮城県花と緑普及促進協議会と亘理農業改良普及センターの共催で，名取

のカーネーション産地を対象とした， EOD-heating（日没後の短い時間だけ暖房する技術）現地検

討会と産地表示販売検討会を開催しました。  

今 年 度 ， 名 取 の カ ー ネ ー シ ョ ン 産 地 で は ， 冬 季 の 暖 房 使 用 燃 料 の 削 減 を ね ら い と し た ｢EOD-

heating｣と，花き分野ではまだ事例が少ない｢産地表示販売｣の実証試験に取り組みました。今回は，

その結果を生産者，市場関係者及び行政や研究機関も含めて共有し，次年度の取組に向けた意見交

換を行いました。  

EOD-heating の実証試験では，開花時期や切り花品質に影響を与えずに，燃油消費量を 35％削減

できる実証結果が得られたことから，参加者の関心は高く，実証農家の説明を注意深く聞 き取る様

子が見られました。  

産地表示販売検討会で行った意見交換では，市場関係者から｢小売店への働き掛けがポイントにな

る｣との意見や，名取市役所による産地 PR の取組状況等，今後の活動を展開する上で参考となる助

言や情報提供がありました。  

普及センターでは，今後も新たな栽培管理技術や販売手法の導入に向けた支援を行っていきます。 

EOD-heating 現地検討会の 

様子 

令和３年度版「仙台管内の農業農村整備事業の概要」を 

発行しました             ▶農業農村整備部 

 仙台地 方振興事務所農業農 村整備部で実施

している 農業農村整備事業の 概要を記したパ

ンフレッ ト「令和３年度版  仙 台 管 内 の 農 業

農村整備事業の概要」を発行しました。  

 パンフ レットの発行は毎年 実施しており，

今回のパ ンフレットは現在の 仙台管内の整備

状況や令 和３年度の施策につ いて，記されて

います。  

 東日本大震災後の「みやぎの農業・農村復興

計画」（※）が昨年度で終わり，令和３年度か

らは復旧 ・復興した農地を未 来へ継承してい

く必要があります。引き続き，宮城県の農業・

農村の発 展に向け，持続可能 な農業の振興を

目指して して参ります ので， 是非ご覧くださ

い。  

※みやぎの農業・農村復興計画  

東日本大震災後の 10 年間を復旧期(H23～

25 年度)，再生期(H26～29 年度)，発展期

(H30～R2 年度)の３期に区分し，緊急かつ

重点的に取り組む具体的な施策を定め，取り

組みの施策を示した宮城県の計画  

パンフレット  

仙台管内状況図 

パンフレット表紙 

産地表示販売検討会の様子 
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宮城県漁業士会南部支部が「農林水産大臣賞」を受賞しました！ 

▶水産漁港部 

 令和 3 年 3 月 2 日に“漁業者の甲子園”といわれる「第 26 回全国青年・女性漁業者交流大会」が

リモート形式で開催されました。本大会は，青年・女性漁業者の活動が，水産業・漁村の発展と活性

化に大きな役割を果たすことを期待し，活動の成果発表や漁業者同士の交流の場として開催されて

います。  

宮城県漁業士会南部支部の齋藤裕指導漁業士が，「Stop!「魚離れ」～こども食堂で美味しく・楽し

く魚食普及～」というタイトルで，当該団体が取り組むこども食堂への食材提供と魚食普及を目的

としたワークショップの活動について，「流通・消費拡大部門」において発表しました。  

 大学教授や生活協同組合理事などの審査員から，活動の理念や経済的な観点からの継続性などに

ついて質問され，部門内において審査が行われた結果，社会貢献活動としての志 の高さや食材提供

だけでなく漁業者と子どもたちとの交流を通じた魚食普及が行われていることなどが評価され，最

高賞である農林水産大臣賞を受賞することができました。  

 この農林水産大臣賞を受賞したことで，今後，「第 60 回農林水産祭」の表彰審査対象となる予定

です。  

リモート発表の様子 
こども食堂での魚食普及の様子 

いちじく加工商品の開発と販売支援について 

▶農業振興部（亘理農業改良普及センター） 

 若手女性農業者の起業活動や ６次産業化支援の一環として，県事業を活用し，山元町のいちじく

生産者である「やまうち農園株式会社」へ，新商品開発のための専門家派遣を実施し，3 月に商品が

完成しました。  

専門家派遣では，株式会社仙台国際ホテル  土屋貴幸シェフ パティシエを講師に招き，いちじく

を使った新商品（パウンドケーキ，タルト等）のレシピ開発や製造技術支援，省力化に向けた作業工

程のアドバイス等について，具体的なアドバイスをいただきながら実習を行いました。  

3 月には，仙台市内の藤崎百貨店でのイベントにてお披露目を行い，発売を開始しました。イベン

トでは，お客様に好評で連日商品が完売しました。現在は，山元町内の直売所（夢いちごの郷）で購

入することが出来ます。  

普及センターでは，今後も農業生産者の起業活動や 6 次産業化の支援を行います。  

土屋シェフ パティシエ 

による技術指導 

藤崎百貨店での販売会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオンモール新利府 南館に木の温もり溢れる「モクイクひろば」 

が設置されました                      ▶林業振興部 

 令和３年３月５日（金）にオープンした「イオンモール新利府  南館」の３階に，県産木材を活用

した「モクイクひろば」が設置されています。  

 この「モクイクひろば」には，みやぎ環境税による木の香るおもてなし普及促進事業を活用し，フ

ローリングやパーテーション，すべり台に県産のスギやナラの FSC 認証材（※）がふんだんに使用

されており，子供たちが木の温もりを感じながら安心して遊べる空間となっています。このほかに

も，利府の観光マップやフードコートのテーブルにも県産 FSC 認証材を活用するなど，一体的な木

質化が行われていますので，お買物などでお立ち寄り際には是非，木の温もりを感じていただけれ

ばと思います。  

（注）「モクイクひろば」は新型コロナウイルス感染防止のため，閉鎖されている場合があります 

※FSC 認証材：FSC が適切な森林管理が行われていることを認証した森林から生産された木材  

FSC(Forest Stewardship Council®，森林管理協議会の略）  

木の温もり溢れる「モクイクひろば」 県産 FSC 認証材を使用した木製観光マップ 

めぐって おうちで ♯せんだい WOW!なスタンプ＆クイズラリー 春・夏                                          

▶地方振興部 

 仙台・松島エリア 14 市町村を舞台に，スマートフォンを使ったデジタルスタンプラリーを ４月２

７日（火）～７月２５日（日）の期間で開催しています。特設ウェブページ上のクイズに答える「お

うちでクイズラリー」は，おうちにいながらクイズにチャレンジして地域の隠れた魅力を発見し ，仙

台・松島エリアを満喫できる企画になっています。  

 同時開催を予定していた， 対象スポッ

トを巡る「めぐってスタンプラリー」は，

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の

ため開始を延期しています。開始時期な

どについては，特設ウェブページでご確

認ください。  

スタンプ＆クイズラリーのお知らせ 

作成：宮城県仙台地方振興事務所地方振興部 ☎022-275-9140（担当：佐藤） 

次号は令和 3 年６月下旬発行予定です。                                 -4- 

 スタンプを集めると数に応じて，プレ

ゼントに応募できます。プレゼントの内

容は，地場産品などとなっています。  

 おうちにいながら観光スポットを巡る

旅，ぜひご参加ください。  

特設ウェブページ 

（JAF のホームページに繋がります） 


