
- 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 主な内容 
 巻頭挨拶 復興への確かな礎を築くために  1ページ 
特  集 仙台・宮城デスティネーションキャンペーン開催 2ページ 

 米･食味分析鑑定コンクール国際大会に向けて 
 ｢金ヶ瀬さくら大橋｣と｢大谷こ線橋｣が開通！ 3ページ 
 仙南の元気と魅力「食」を発信！ 
 村田町で地場産の小麦を使った焼酎を商品化！  
Ｔｏｐｉｃｓ 林地及び治山施設被害の復旧状況について 4ページ 

 仙南栄養士会活動・研究発表会が開催されました 
 トンネルの安全点検を実施～管内 16 トンネル～ 5ページ 
 角田地区土地改良区統合整備合併予備契約調印式 
 和牛オリンピック日本一を目指して畜産講演会開催 
 木のぬくもりを実感できる木造施設が完成 6ページ 
 白石市立斎川小学校「孫太郎虫」探検隊！ 
 食材情報 旬のなばな類が春の味をお届けします 
 銘柄豚肉を活用した創作料理の新メニュー 7ページ 
お知らせ 自動車税の課税トラブル防止のための手続きを 
 商工業者・観光事業者の皆さまの事業再開を支援 8ページ 

 歳時記      
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「みやぎ蔵王三十六景」とは，みやぎ
蔵王を背景としたすばらしいスポット
です。仙南地域の新しい観光資源とし
て，地域振興を進めていくために，仙
南 2市 7町の各地から，選定しました。

平成２４年度第４号 

平成２５年３月２５日発行 

宮城県大河原地方振興事務所 
http://www.pref.miyagi.jp/oksgsin/ 

 
 平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災から 2年
が経過しました。あらためて犠牲となられた方々の御冥

福をお祈りし，被災された皆様に心からお見舞いを申し

上げます。 
 仙南地域では，この間，住宅や工業施設・道路整備な 
どの社会基盤の復旧が進み，震災以前の姿を取り戻しつ 
つあります。しかし，震災前の少子高齢化と人口減少は依然として続いており，リーマンシ

ョック以降の厳しい雇用情勢も大きな改善は見られません。さらに，東京電力福島第一原子

力発電所事故により拡散した放射性物質は，損害賠償問題も含めて，依然として管内の食や

観光に深刻な影響を及ぼしています。 
 大河原地方振興事務所では，これまで，放射能検査体制を整備し，その検査結果公表に努

めるとともに，農地・農産物の除染対策を推進してまいりました。その結果，一部の林産物

を除いて安心・安全な農産物等が提供されるようになりましたが，まだ風評の影響が色濃く

残っております。 
 平成 25年度は「宮城県震災復興計画」で位置づけた復旧期の最終年度であり，引き続き「被
災された方々の生活再建」，「雇用の確保」，「原発事故に関連する課題への対応」に取り組み，

平成 26年からの再生期に向けて，本格的な復興への確かな礎を築いていかなければなりませ
ん。4 月から始まる「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」には，全国各地から大
勢の観光客が訪れます。仙南地域への交流人口拡大を図り，仙南地域復興の起爆剤となるよ

う，地域の皆さん一人一人がおもてなしの心を持ってお迎えしましょう。 
 
 私どもも，仙南地域が復旧・復興のけん引役を務め，宮城県の早期復興，発展を遂げるよ

う，仙南地域の各行政機関や関係団体，地域の皆さまの御協力をいただきながら，これから

も全力で取り組んでまいります。 
                      大河原地方振興事務所長 谷関 邦康 

復興への確かな礎を築くために 
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「仙南米・食味分析鑑定コンクー

ル」における総合部門受賞者 

 
 
 
 

 平成 25 年 4～6 月にかけて「仙台・宮城デスティネーショ
ンキャンペーン（ＤＣ）『笑顔咲くたび 伊達

だ て

な旅』」が開催され

ます。ＤＣとは国内最大規模の観光キャンペーンで，ＪＲグル

ープ 6社と地元観光関係者，地方自治体などが協力して，全国
から多くのお客さまをお迎えしようというものです。 
 このＤＣでは，「花」「食」「復興・鎮魂」を柱に仙台・宮城

の春の魅力を発信するとともに，東日本大震災以降の観光自粛

ムードや風評被害を払拭し，宮城の観光を震災前の水準に回復，

そしてさらなる飛躍を目指しています。 
仙南地域は一目千本桜をはじめ，県内きっての「花」の見所が多数ある地域です。また，「食」「温泉」

など，魅力ある観光素材がたくさんあり，多くの観光客が仙南地域を訪れると思われます。各市町にお

いてもＤＣに向けて，観光素材の磨き上げ，各種イベントの企画，受入体制の整備など，着々と準備を

進めています。 
地方振興事務所におきましても，地域の観光関連企業，関係機関，行政などからなる仙台・宮城観光

キャンペーン推進協議会県南地域部会を組織し，観光素材のＰＲ，旅行商品の企画提案，イベントの開

催などに取り組んでいます。詳しくは，地方振興事務所ホームページを御覧ください。 
 
◆大河原地方振興事務所ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/ 

 
観光復興は観光業界にとどまらず県内経済全体に大きな効果を与えるものです。県民一丸となって，

全国からのたくさんのお客さまを“笑顔”でお迎えしましょう！ 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 

 
 
七ヶ宿町の源流米ネットワーク（梅津代表ら 9人）は，七ヶ宿

ダムの上流で稲作を行っていることから，きれいな水源を守りな

がら環境に配慮した農業を実践しています。各会員は，町民が命

名した「やまのしずく」を基幹品種として作付けし，おいしい米

づくりに取り組む一方，自分たちの実力を試すために「米・食味

分析鑑定コンクール国際大会」に毎年出品してきました。 
この「米・食味分析鑑定コンクール国際大会」が今年 11月に

七ヶ宿町で開催されることになりました。本大会は国内はもとよ

り国外からも多数出品される国内最大規模のお米の大会で，東日

本大震災の被災地を元気づけたいと米・食味鑑定士協会が 2年連
続（26年度は青森県）で東北開催を決定したものです。 
七ヶ宿町では本大会のプレ大会として昨年 11月に「仙南米・食

味分析鑑定コンクール」を開催したところ，仙南地域から多くの出品があり，盛会のうちに終わること

ができました。今年の大会では七ヶ宿町をはじめとして仙南地域や宮城県全域から多数出品され，多く

の入賞者が選ばれて，米どころ宮城県の名声がさらに高まることが期待されています。 
8 月には七ヶ宿町でグラススキーの世界大会の開催も決まっており，大きな催しが連続して開催され
ます。4 月からは仙台・宮城デスティネーションキャンペーンも開催されることから，本大会が周辺地
域も含めた観光客の呼び込みにつながることを期待しています。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
  

 ◆◆ 特集 ◆◆  ～光り輝く仙南の魅力を発信！～ 

仙台・宮城デスティネーションキャンペーン開催 ～みんなで みんなで おもてなし～ 

第 15 回米・食味分析鑑定コンクール国際大会の開催に向けて 
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自慢の商品を売り込みました 

 
 

金ヶ瀬さくら大橋 

 
 

商品化した小麦焼酎 

 
 

大河原町金
かな

ヶ
が

瀬
せ

地区を流れる白石川と東北本線をまたぐ「金ヶ

瀬さくら大橋」と「大谷
お お や

こ線橋」が，平成 25年 4月 2日（火）
の午後 1 時から一般開放され，通行が可能となります。仙南運
転免許センター近くの両橋の開通により，角田市毛

け

萱
がや

から村田町

インターチェンジ付近をつなぐ広域農道（仙南東部地区）が全線

開通し，農産物の生産から加工までの流通が改善されるほか，地

域の生活道路としても大きな役割が期待されます。 
4月2日の開通式では大河原町在住の親子三代渡り初めなどが
予定されており，大河原町の観光ＰＲキャラクター「さくらっき

ー」と宮城県観光ＰＲキャラクター「むすび丸」も登場予定です。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

 
 
 
 
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により，食料品製造

業者には受注や販売の減少等の風評被害が生じています。大河原

地方振興事務所では，仙南地域の食料品製造業者の販路開拓や取

引拡大等を図るため，仙台地方振興事務所と連携して 2月 21日
に白石市のホワイトキューブで，卸売・小売業や旅館・ホテル等

の仕入企業と展示商談を行う「県南『食』のいいもの見本市」を

開催しました。 
会場内には仙南地域の企業に津波で甚大な被害を受けた亘理

町と山元町の企業を加えた 26社のブースが並び，出展各社は磨
き上げた技術で丹精込めて作った自慢の商品を県内外から来場

した仕入れ担当者等に笑顔と大きな声でアピールしていました。 
出展企業からは「今後も引き続き商談を行うことになった」など，仕入企業からも「取引してみた

い商品があった」などの声が聞かれました。 
地元で開催した今回の見本市でしたが，来場者に仙南地域の元気と魅力を伝えることができ，今後

の復興の加速化につながるものと期待しています。 

【地方振興事務所地方振興部】 
 

 
 
 
村田町姥ヶ懐地区のたまゆら郷蕎麦生産組合では，たばこ作付

け跡の遊休化した農地等を活用して約 15 ㌶のそば栽培に取り組
んでいます。昨年からは，そばのつなぎ粉も地場で生産しようと

小麦「あおばの恋」の栽培も始めましたが，町内の酒店と連携し

て初収穫した小麦を使った焼酎を商品化しました。昨年 12 月に
720㍉㍑瓶入りで 600本が製造され，山専酒店で販売されていま
す。組合ではその一部を試飲・贈答用として集落内の各戸に無料

で配布しましたが，普段焼酎を飲まない人からも「まろやかな口

あたりで飲みやすい」との評判を得ています。 
今年３月には地場産そばを使った焼酎も商品化する予定です。 
普及センターでは関係機関と連携し，小麦，そばの生産振興と 6次産業化による地域の活性化を支援

していきます。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】

仙南の元気と魅力「食」を発信！ 

「金ヶ瀬さくら大橋」と「大谷こ線橋」が平成 25 年 4 月に開通します！ 

村田町で地場産の小麦を使った焼酎を商品化！ 
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治山施設の完成状況 

（H24:川崎町碁石川地区） 

 
 

活動成果発表の様子 

 
 
 
 
 
 平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災による管内の林地
及び治山施設被害は，白石市，蔵王町及び川崎町の 6カ所（被害
額 4億 7500万円）で林地崩壊や落石等が発生し，そのうち 1カ
所では林地崩壊と併せて治山施設が流失する被害を受けました。 
被害箇所の早期復旧を図るため，災害関連緊急治山事業及び治

山施設災害復旧事業等の国庫補助事業により平成 23 年度から復
旧整備に着手しており，平成 25年 2月末日現在の復旧状況は，
林地被害 3カ所・治山施設被害 1カ所が完成し，施工中の林地
被害 2カ所の復旧は平成 25年度中の完成予定となっています。 
地域の安全・安心を一日でも早く回復させるため，全力で復

旧・復興に取り組んでいます。 
 
区 分 工事場所 地区名 事業期間 工事内容 進 捗 

林地被害 白石市小原 蝦夷倉 H23～H24 緑化工 完 成 

白石市福岡蔵本 長 峯 H23～H25 法枠工等 施工中 

蔵王町大字曲竹 馬 越 H23～H24 落石防止工 完 成 

川崎町支倉 碁 石 H23～H24 落石防止工等 完 成 

川崎町支倉 碁石川 H23～H25 法枠工等 施工中 

施設被害 川崎町支倉 碁石川 H23～H24 法枠工等 完 成 

【地方振興事務所林業振興部】 
 
 

 
 
管内の病院等に所属，または市町に在住する管理栄養士，栄

養士 111 人をメンバーとする仙南栄養士会の活動・研究発表会
が去る 1月 25日に開催されました。 
 初めに，統一活動テーマ「みやぎ 21健康プランの推進」に基
づいて，活動単位となる保育所，事業所等の 8 つの職域部会が
「子どもに伝えていきたい郷土料理」や「各職場におけるメタ

ボリックシンドローム予防の取組」等の活動の成果の発表を行

いました。 
 続いて，「みやぎ 21健康プラン」重点項目の一つ「バランス
のとれた食生活・食習慣の実現」を目指し，各部会連携のもと

展開した「野菜をもっと食べようキャンペーン 2012」の取組に
ついて，共催である仙南保健所から報告しました。次期計画に関する情報提供もまじえた総評・助言

の後,「仙南地域住民の健康課題解決に向け，私たちが取組めること」をテーマに，今後の活動につい
ての意見交換が各部会で活発に行われました。 
 この発表会は 2 年に一度開催されていますが，取組内容の共有，活動の振返り等を通し，今後のよ
り効果的な取組につながる格好の機会となりました。 
 

※みやぎ 21 健康プラン：県民一人ひとりが生きがいを持ち，充実した人生を健やかに安心して暮らせる健康みやぎの実現を基本理念

として宮城県が策定 

【仙南保健所】 

 

 Ｔｏｐｉｃｓ ～宮城県大河原合同庁舎の取り組みを紹介します～ 

林地及び治山施設被害の復旧状況について 

平成 24 年度仙南栄養士会活動・研究発表会が開催されました 
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今後重点を置く取組内容が 

講演で示されました 

予備契約調印式の様子 

 
 
昨年末の中央道笹子トンネルの天井崩落事故

等を受け，当管内のトンネル本体及び照明器具等

の付属物について，点検車を使用した詳細点検を

実施しました。点検の結果，応急対策が必要とな

る変状は見られませんでした。なお，当管内のト

ンネルにおいては，笹子トンネルの様な構造やジ

ェットファンなどの重量物を添架したトンネル

はありません。 
今後，照明灯や標識などの道路・橋梁付属物に

ついての点検を実施し，状況によっては必要な措

置を講じ，道路を安心して利用していただけるよう努めていきます。点検の際には，通行規制を行う場

合もあるため皆さまにはご不便をお掛けしますが，ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

【土木事務所】 
 

 
 
角田土地改良区と角田隈東土地改良区の合併については，平成

24年 3月に統合整備推進協議会を設立し，統合整備の検討を重ね
てきました。平成 25年 2月 14日に角田市長・丸森町長及び大河
原地方振興事務所長の立ち会いのもと，両改良区理事長により合

併予備契約調印式が行われました。両改良区は平成 26 年 4 月に
合併し，「あぶくま川水系角田地区土地改良区」として発足する

予定です。 

この合併により，所管の農地面積は 5,167ha，組合員数は 5,514
人となり，県内では 3番目，仙南地域では最大規模の土地改良区
となります。経営基盤の強化，事務の統合による事務経費の節減が期待されます。 

【地方振興事務所農業農村整備部】 
 

 
 
 
和牛のオリンピック（全国和牛能力共進会）が平成 29 年に宮城県内で開催されます。この大会は和

牛の日本一を決めるもので，5 年に一度行われます。本県にとっては，開催県として育種改良の成果を
示すとともに，東日本大震災からの復旧に支援いただいた全国の皆さまに復興の姿を披露する機会とも

なります。 
この大会で上位入賞，さらには日本一を目指すことを目的

に，仙南地域畜産振興協議会主催による畜産講演会が、2月
21日に大河原町内の「ララさくら」で開催されました。 
会場には和牛生産者等約 120 人が来場し，全農宮城県本
部畜産部次長の安部俊也氏の基調講演に続き，生産者代表等

によるパネルディスカッションが行われ，会場の参加者を含

め，仙南地域の和牛改良に向けた熱心な討議がなされました。     
この講演会で，より一層和牛オリンピックの開催県として

上位入賞，そして頂点を目指す気運が高まりました。 
【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 

トンネルの安全点検を実施しました ～管内１６トンネル～ 

管内のトンネル（１６か所） 

路 線 名 名  称 所在市町名 

国道１１３号 西材木岩トンネル 七ヶ宿町 

 東材木岩トンネル 白石市 

 西小原トンネル   〃 

 小原温泉トンネル   〃 

 小原１号～５号トンネル   〃 

 白石トンネル   〃 

国道３４９号 川張１号･２号トンネル 丸森町 

 片倉トンネル   〃 

 山田トンネル 〃 

亘理大河原川崎線 郡界トンネル 角田市･大河原町

角田山下線 角田山元トンネル 角田市・山元町 

角田地区土地改良区統合整備合併予備契約調印式が行われました 

和牛オリンピック日本一を目指して畜産講演会を開催 
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生き物調査の様子と発見された 

孫太郎虫（右下） 

 
 

木の温もりが感じられる食堂 

出荷を待つ“つぼみ菜” 

 
 
 白石市内の知的障害者が働くことに意欲を持ち，自立した社会参加を目指した就労継続支援施設の

「こすもすの家」が完成しました。 
 施設は環境税（木の香る公共建築・おもてなし普及促進事業）を活用し整備したもので，木造二階

建で建築面積は 212平方㍍で，食堂や商品開発室，展示直売コーナーなどを設置しました。 
 建設に当たっては，約 31 立方㍍の地元産のスギ材や優良みや
ぎ材をふんだんに使用し，施設の利用者に木材の良さ，暖かみを

実感してもらえる建物となりました。 
 また，施設内の食堂用テーブルやイスなども全て地元のスギを

使用し，木の持つやさしさとぬくもりが感じられ，利用者のコミ

ュニティーの場として好評です。 
今後，同様の施設への波及効果が期待されています。 

【地方振興事務所林業振興部】 
 

 
 
 
白石市立斎川小学校 3・4年生 14人が白石市鹿ノ子沼ため池上流にて生き物調査を行いました。 
斎川地区には古くからいわれのある孫太郎虫（ヘビトンボの幼虫）が多く生息していたようですが，

ここ数年は見ることが少なくなっていました。そこで，生き物調

査を通じて環境保全の大切さについても学んでもらおうと，白石

市土地改良区が 21世紀土地改良区創造運動の一環として大河原
地方振興事務所と合同で実施したものです。 
調査では 5匹の孫太郎虫のほか，サワガニやドジョウなどを発
見し，子どもたちは農業用水が水生生物を育む役割を実感してい

たようでした。 
今後も引き続き，生き物調査を通じて農業・農村の持つ多面的

機能を伝えていきます。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

 
 

 
 
 
 

なばな（菜花）は春を呼ぶ野菜として人気があり，青物が少な

い早春の食卓にかかせない食材となっています。なばな類とはア

ブラナ科野菜の花茎を食用にする総称です。寒さにあたって芯が

伸長してくる花茎（蕾と茎葉）を利用する「かき菜」と蕾を主体

に食用にする「食用なばな」のふたつのタイプがあります。管内

では前者の「かき菜」のタイプが栽培されています。菜種の系統

の「三陸つぼみ菜」が施設を主に栽培され，11月から翌春 3月ま
で長期出荷されています。その他，露地で育った「ちぢみ菜」や

「小松菜」などの花茎も 3月から 4月に「かき菜」として販売さ
れます。甘くて，ちょっとほろ苦い春の味です。おひたしや油炒

めで召し上がってください。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】

  オススメ！こだわりの食材情報 

木のぬくもりを実感できる木造施設が完成（白石市 陽光園） 

白石市立斎川小学校「孫太郎虫」探検隊！～田んぼの学校～ 

旬のなばな（菜花）類が春の味をお届けします 
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創作料理それぞれの味を 

お楽しみいただきました 

  
 
 この春，仙南地域内の 8 店で，仙台・宮城デスティネーション
キャンペーンの期間に合わせ，仙南地域で生産される 4 つの銘柄
豚肉をそれぞれに活用した創作料理の新メニューが登場します。 
これに先んじて 1 月 30 日に，各店 8 人の料理人が創作した試
作料理を，みやぎ蔵王三十六景ブランド創造会議委員や公募によ

り選定した県内一般モニターの皆さんなどの 62 人にお披露目す
る会を，白石市小原温泉の旅館かつらやで開催しました。8 品の
創作料理は，地域特産の野菜や果物を食材として使ったもの，手

軽さを重視したもの，デザート感覚のものなど，それぞれ豚肉の

特徴を生かしたバリエーションに富んだ品々で，参加者の皆さんの関心が寄せられました。 
食材とした和豚もちぶた（（株）ヒルズ），ジャパンＸ（丸山（株）），蔵王山麓豚肉（（株）加工連），

しもふり地養豚（（有）三澤屋本店）の 4 つの銘柄豚肉はいずれも安全性を大きく重視して独自調製し
た飼料を給与して，食感や脂の質までにこだわったもので，それぞれ根強いファンも多く，このお披露

目会の参加者からも高い評価を受けていました。 
これから登場する豚肉創作料理をどうぞお楽しみに！  
〈創作料理名と提供店舗名〉 

料理名 店舗名 

豚ひき肉の野菜ロール焼き ホテルいづみや（白石市） 

豚バラのマリネローストミルフィユ仕立て 
          和風バルサミコソース 

ミサワヤ消費者市場（白石市） 

カツサンド 旅館かつらや（白石市） 

チョコカツ 味処さんぞく亭（白石市） 

蔵王山麓豚肉といろいろ香味野菜の蒸し焼き 仙南シンケンファクトリー（角田市） 

豚バラ西京炙(あぶ)り寿司 和の台所なだまん（大河原町） 

健康野菜入りもち豚シューマイ おおがわら天然温泉いい湯（大河原町） 

もち豚 柚子みそとチーズのメンチカツ 味処和が家（柴田町） 
 

【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 
 
 

 
 
 
 
 既に自動車を使わなくなったり譲渡したりした場合でも，3月中に運輸支局で
抹消・名義変更の登録をしないと，現在の名義の方に平成 25年度の自動車税が
課税されます。3月中は登録件数が多く運輸支局の窓口が混雑しますので，登録
がお済でない方はお早めにお願いします。 
  また，住所を変更した場合も運輸支局で車検証を変更する必要があります。
3月中に住所変更の手続が間に合わない場合は，下記ウェブページから納税通知
書の住所変更をしていただくか，県税事務所へ御連絡ください。  
◆宮城県税務課のウェブページ http：//www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/ 
◆宮城県大河原県税事務所   TEL：0224（53）3133（受付時間 8:30～17:15） 

【県税事務所】 
 
 

 お知らせ 

自動車税の課税トラブル防止のための手続きを 

春到来❀、銘柄豚肉を活用した創作料理の新メニューがお目見えします 
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 内容についてのご意見，ご要望，お問い合わせなどは，下記までお寄せください。 
       宮城県大河原地方振興事務所 地方振興部 
        〒９８９－１２４３ 柴田郡大河原町字南１２９－１ 
        TEL：０２２４－５３－３１８２(直通) FAX：０２２４－５３－３０７６ 
        e-mail：oksinbk2@pref.miyagi.jp 

 
 
 県では，東日本大震災で大きな被害を受けられた製造業者（中小企業）や商業者，観光事業者の皆
さまの事業再開を支援するため，被災した施設や設備を復旧するために必要な費用の一部を補助する
下記の補助金の申請を受け付けます。詳しい内容につきましては，下記の問い合わせ先までお願いし
ます。 
○受付期間 平成 25年 3月 25日(月)から 4月 26日(金)まで（平日の午前 9時～午後 5時） 
○受付場所 宮城県大河原合同庁舎 2階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

【地方振興事務所地方振興部】 
 
 
※中止または内容が変更されることがありますので，お出かけ前に市町などにご確認ください。 

次号は６月の発行予定です 

歳時記（４月～６月） 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
2日～6月30日 福よこいこい！丸森七福神巡り 丸森町 2～3日 白石市民春まつり 白石市

5日 水芭蕉の森・どうだんの森開園式 白石市 3～5日 サクラソウ展 白石市

四 6～30日 白石城桜まつり 白石市 五 3～5日 全日本こけしコンクール・地場産品まつり 白石市

6日～6月16日 まるごとうーめんまつり 白石市 3～5日 甲冑のまちしろいしフォトコンテスト（展示） 白石市

10～25日 しばた桜まつり 柴田町 3日～6月9日 まるもりグリーン・ツーリズムおすそわけ博・春 丸森町

月 12～24日 おおがわら桜まつり 大河原町 月 5日 かくだ宇宙っ子まつり 角田市

13日 奥州平沢蔵王山麓灯まつり 蔵王町 5日 昭和８８年丸森まぼろし横丁 丸森町

13日～5月6日 みちのく公園・花のフェスティバル 川崎町 11～12日 丸森いち 丸森町

20日 JAXA角田宇宙センター一般公開 角田市 12日 奥州の蛇藤まつり 村田町

20日～5月6日 ３５００本桜とこいのぼり２００匹 七ヶ宿町 18日 北蔵王夏山開き 川崎町

中旬 玉の木原水芭蕉群生地オープン式 七ヶ宿町 18～19日 愛敬院ヒメシャガまつり 丸森町

中旬 久須志神社祭礼 柴田町 19日 日本の蔵王ヒルクライム・エコ２０１３ 蔵王町

中旬 神明社春の祭典 川崎町 中旬 春の幸まつり 七ヶ宿町

中旬 阿武隈ライン舟下り安全運航祈願祭 丸森町 中旬 母の日カーネーション即売会 柴田町

中旬～5月中旬 齋理屋敷初夏の企画展「端午の節句」 丸森町 中旬～6月上旬 シロヤシオツツジ散策観賞 蔵王町

21日～6月30日 特別展・仙台真田氏の名宝 蔵王町 中旬～11月下旬 遠刈田温泉朝市（毎週日曜日） 蔵王町

25日～5月19日 えぼしすいせん祭り 蔵王町 25～26日 南蔵王夏山開き 白石市,七ヶ宿町

26日 蔵王連峰夏山開き・蔵王エコーライン開通式 蔵王町 2日 支倉常長まつり 川崎町

27～28日 アラバキロックフェスティバル13 川崎町 7～9日 ドレミファそら豆まつり 村田町

27日～5月6日 角田市郷土資料館企画展「五月飾りと甲冑」 角田市 六 上旬 蔵の町むらた工芸市 村田町

27日～5月6日 春の洋ラン展in村田 村田町 上旬 さくらの里２周年記念まつり 柴田町

27日～毎週土日祝 ございん市 蔵王町 上旬～下旬 ポピーまつり 川崎町

4月28日 あぶQウォーク「かくだ菜の花ウォーク」 角田市 月 中旬 あじさいまつり 柴田町

　 4月28日～5月5日 かくだ菜の花まつり 角田市 中旬～下旬 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町

29日 松沢山の火まつり 丸森町 22日 高蔵寺ホタルまつり 角田市

下旬 春の検断屋敷まつり 白石市 22～23日 南蔵王夏山登山と星を観る会 白石市

下旬 天神社春季例大祭 角田市 23日 うめ～梅まつりｉｎかくだ 角田市

26～30日 手作り甲冑　甲冑展 白石市

29日 城下町白石まるごと味わいウォーキング 白石市

下旬 おおがわら梅まつり 大河原町

商工業者・観光事業者の皆さまの事業再開を支援します 

補助金の概要 

補助金の名称 補助金の概要 問い合わせ先

中小企業施設設備
復旧支援事業費補
助金 

■補助対象経費：生産施設や生産設備の復旧に要する経費 
 ※200万円（消費税分を除く）以上であること 
■補助率：補助対象経費の 2分の 1以内 
■補助限度額：上限 2000万円，下限 100万円 

地方振興部
商工･振興第一班 
℡0224-53-3199

地域商業等事業再
開支援補助金 

■補助対象者：卸売業，小売業，飲食業，運輸業，鉱業，採石業，

砂利採取業，建設業，サービス業を営んでいること 

※今回対象業種が一部拡大されました 
※施設の被害が全壊又は大規模半壊の方に限ります 

■補助対象経費：施設（店舗等）や設備の復旧に要する経費 
  ※200万円（消費税分を除く）以上であること 
  ■補助率：補助対象経費の 2分の 1以内 
■補助限度額：上限 300万円，下限 100万円 

地方振興部
商工･振興第一班 
℡0224-53-3199

観光施設再生支援
事業補助金 

■補助対象経費：(1)ホテル，旅館などの宿泊施設，(2)その他特に認
める観光集客施設の施設や設備の復旧に要する経費 

※200万円（消費税分を除く）以上であること 
■補助率：補助対象経費の 2分の 1以内 
■補助限度額：上限 1000万円，下限 100万円 

地方振興部
振興第二班

℡0224-53-3182

※ 詳しい内容や申請書等の様式は，大河原地方振興事務所のホームページに掲載しています。また，様式

はダウンロードできます 


