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「仁美桜」のパンフレット 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
丸森町の和牛生産農家，半沢仁一さんが生産した和牛「仁美桜

ひとみざくら

」

号が，仙南地域から初めて宮城県基幹種雄牛に選ばれました。 
和牛はごく限られた優秀な種雄牛の精液を人工授精して生産さ

れるため，種雄牛の優劣がブランド力に強い影響を及ぼします。

宮城県基幹種雄牛は現在「仁美桜」号を含めて 6頭おり，「仙台牛」
のブランド力の向上につながる重要な種雄牛です。  
宮城県では生産者が飼養する能力が高い母牛約 300頭をエリー
ト集団として認定し，その母牛から生まれた子牛を種雄牛候補と

して選抜します。基幹種雄牛はその中から年間に 1，2頭のみが選
ばれるとても優秀な牛で，認定までは交配から 6年という長い歳
月を要します。 
仙南地域から種雄牛を生み出したいと願う生産者は，平成 12
年にみやぎ仙南農協和牛改良組合協議会を設立し，互いに協力し

ながら日々の努力を重ねてきました。その結果が今回の「仁美桜」

号の認定につながりました。今回の認定により，平成 29年に宮城
県で開催される和牛のオリンピック「全国和牛能力共進会」に向

けて，仙南地域での和牛改良への熱意，大会での入賞への意欲が

ますます高まっています。 
現在，宮城県基幹種雄牛として「茂洋」号が全国的に有名ですが，高い評価を得るまでには長い歳月

がかかっています。「仁美桜」号にとっても，これからが本当の種雄牛としてのスタートであり，「茂洋」

号に続くよう今後の活躍が期待されます。 
【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】

「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。 
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 ≪主な内容≫ 
Ｔｏｐｉｃｓ 丸森町産の和牛「仁美桜」が基幹種雄牛に認定 1ページ 
 「富県宮城人づくり研修会」を開催しました 2ページ 

 スマイルサポーターに知事感謝状が贈られました  
 県と市町村の連携による滞納額縮減への取り組み 
 「第 19回仙南地域和牛共進会」が開催  3ページ 
 動物愛護事業「張り子でペットを作ろう！」を開催 
 仙台・宮城ＤＣ 柴田農林高校写真部のおもてなし 
 蔵王ブランド「日本なし」が市場出荷 100周年 4ページ 
 アフリカ・マラウィ国からかんがい技術を学びに 
 柴田農林高校の生徒への林業体験学習を実施  
 「仙南ものづくり企業説明会」を開催しました 5ページ 
 みやぎ蔵王三十六景「仙南うまいもの祭」を開催  
 お知らせ 「せんなん禁煙チャレンジウィーク 2013」実施  
 「米・食味分析鑑定コンクール国際大会」開催 6ページ 
 歳時記（10月～12月） 
 野生きのこの採取･販売にあたっては安全確認を 7ページ 
食材情報 隠れた人気商品「いちじく」   8ページ 
 秋のえだまめ「秘伝豆」 
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平成２５年９月２７日発行 

宮城県大河原地方振興事務所 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/6.html

 Ｔｏｐｉｃｓ ～宮城県大河原合同庁舎の取り組みを紹介します～ 

仙南初！丸森町産の和牛「仁美桜」が県の基幹種雄牛に認定されました 

みやぎ蔵王三十六景 
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スマイルリバー３団体へ 
感謝状贈呈(白石市役所) 

熱弁される講師の新澤氏 

タイヤロックのイメージ 

 
 
県職員が企業で活躍されている方のマインドや行動などを学

び，仙南地域における「富県宮城」を推進するために，7月 30
日に大河原合同庁舎で「富県宮城人（ひと）づくり研修会」を開

催しました。当日は県職員のほか，仙南地域の企業関係者や，市

町職員など 85人が参加しました。 
研修会では（株）新澤醸造店代表取締役の新澤

にいざわ

巖夫
い わ お

氏を講師に

迎え，「伯楽星（はくらくせい）と蔵移転」と題して，震災によ

り大崎市三本木の酒蔵が全壊するなど甚大な被害を受けて，川崎

町へ蔵を移転するまでの苦悩や，酒造り，会社経営に関するお話

をいただきました。 
いち早い経営再建に向けて尽力され，逆境の中で攻めの経営を行っている新澤氏のお話からは学ぶこ

とが多く，震災からの復興や，富県宮城の実現に向けてさらなる歩みを進めていく上で，大変有意義な

時間となりました。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
県では住民参加型のまちづくりを推進するため，ボランティア

で道路や河川の清掃や緑化作業を行い，良好な環境づくりに積極

的に取り組む個人・団体を「スマイルサポーター」として認定し，

市町村と協力して支援を行っています。 
今回，永年にわたり清掃や緑化などの環境美化活動を継続的に

行い，功績があった管内のスマイルサポーター8 団体が知事から
表彰されました。 
今後もよりよい地域づくりに向けた活動が期待されます。 

【表彰団体】 
［スマイルリバー：3 団体］白石川西堀農園愛護会（白石市），
斎川公園愛護会（白石市），青麻少年野球クラブ（白石市） 

［スマイルロード：5 団体］小原大熊自治会（白石市），ピースロードサークル（角田市），川崎町立
川崎第二小学校（川崎町），支倉地区活性化委員会（川崎町），笹谷街道の松並木を守る会（川崎町） 

【土木事務所】 
 

 
 
 県では東日本大震災の復興財源確保と県税滞納額の縮減に向

けて，この 3月に「県税滞納額縮減対策 3か年計画」を策定しま
した。計画では個人県民税を重点税目として滞納額の縮減を目標

とするとともに，「個人住民税の徴収対策は県と市町村の協働の

仕事である」と定めています。このため，県税事務所では市町村

滞納整理業務改善チームを設置し，積極的な市町村支援に取り組

んでいます。 
 また今年の 11月から 12月を「宮城一斉滞納整理強化月間」と
し，県と市町村が連携した広報や催告による納税推進のほか，差

押えやタイヤロック，インターネット公売による滞納処分など，

多様な徴収対策を集中的に実施する予定です。インターネット公売に関する情報は，宮城県税務課ウェ

ブページでご覧いただけますので，興味のある方はぜひアクセスしてください。 
◆ 宮城県税務課のウェブページ：http://www.pref.miyagi.jp/zeimu/ 

【県税事務所】 

スマイルサポーターに知事感謝状が贈られました 

「富県宮城人づくり研修会」を開催しました 

県と市町村の連携による滞納額縮減への取り組み 
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熱心に張り子製作を行う参加者 

和牛を整列させての比較審査 

 
 
 7月 24日に「第 19回仙南地域和牛共進会」が仙南地域畜産振
興協議会主催で開催され，和牛改良に取り組む農家など約 120人
が参加しました。 
和牛共進会とは「仙台牛」などで知られる黒毛和牛の母牛の品

評会です。日頃から丹精込めて育て上げた和牛をお披露目する大

会であり，良質の和牛を比較することで，さらなる和牛の改良に

つながる重要な大会です。今回はえりすぐりの 42 頭の出品があ
り，月齢に応じた発育と体形，栄養バランスの取れた雌らしさを

備えた牛の出品が多く，生産者の改良と飼養管理技術向上への努

力の跡がうかがえました。 
平成 29 年には和牛のオリンピック「全国和牛能力共進会」が宮城県で開催されることもあり，生産
者の和牛改良への熱意がますます高まっています。 

【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 
 
 
 
 宮城県獣医師会仙南支部では，柴田高校と動物介在教育療法学

会の協力の下，8 月 7 日に動物愛護事業「張り子でペットを作ろ
う！」を開催しました。 
 この事業は動物の終生飼育や正しい飼育方法などの普及啓発を

目的としたもので，仙南圏域の 16組約 40人の親子が参加しまし
た。参加者は動物の張り子づくりを楽しみながら，動物の飼い方

に関するクイズや，獣医師のお話を通して，動物の寿命や最後ま

で責任を持って世話をすることの大切さなどを学びました。 
宮城県獣医師会仙南支部では、今後も様々な形で動物愛護の普

及啓発事業を展開していく予定です。 
【仙南保健所】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

動物愛護事業「張り子でペットを作ろう！」を開催しました 

仙台・宮城ＤＣ 
柴田農林高校写真部のおもてなし 
 

4 月から 6 月まで開催された大型観光キャンペーン
「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」
では，県南エリアにもたくさんのお客さまにお出でい
ただき，存分に“県南めぐり旅”を楽しんでいただき
ました。 
ＤＣ期間中は「10 万人のおもてなし大作戦」と題し
て，県民が自発的に「おもてなし」の取り組みを行う
プロジェクトが展開されました。県南エリアからも 46
団体 3,046人が「笑顔でおもてなし隊」として活動し，
お客さまを笑顔でお出迎え，おもてなししていただき
ました。 
柴田農林高校写真部では，おおがわら桜まつりの会
場でお客さまの写真を撮影して，その場でプレゼント
するというおもてなし活動を行いました。このおもて
なしがとても喜ばれ，後日，写真を受け取ったお客さ
まから心温まる感謝のお手紙（右）を頂戴したそうで
す。 
ＤＣは終了しましたが，引き続き地域一丸となり，
おもてなしの心で県南を訪れる皆さまをお迎えしてい
きましょう。   【地方振興事務所地方振興部】 

ちょっといい話 

「第１９回仙南地域和牛共進会」が開催されました 
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熱心に間伐実習に取り組む 

柴田農林高校の生徒 

川崎町のほ場で学習する研修生 

 
 

収穫が近い蔵王町の日本なし 

 
 
 蔵王町の梨には長い歴史があり，町内には樹齢が半世紀を超え

る古樹が今でも残っています。仙台方面へ初めて市場出荷された

のは今年から数えて 100年前の 1913（大正 2）年だといわれてお
り，今では蔵王町を代表する農産物の一つになりました。平成 10
年には出荷する果実の品質規格を揃えるために，県内では唯一の

光センサー式共同選果場が建設されています。 
 今年は蔵王の梨デビュー100周年を記念し，毎年 9月に行われ
る「みやぎ蔵王梨まつり」の特典として，町内で梨を購入した方

に抽選で選果場から特選梨を発送するキャンペーンが行われまし

た。 
町内の梨生産農家と農産物直売所が協力したこの企画を通して，

蔵王町の梨生産がさらに活性化することが期待されます。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 

7月 11日から 12日の 2日間にわたって，アフリカ・マラウィ
国水開発かんがい省の技師 2人が，かんがい技術者としての能力
向上を目指して，川崎町で現地研修を行いました。 
研修では中山間地域総合整備事業前川地区を例に，地域住民参

加型による活性化構想策定の重要性を，また，ほ場整備事業川崎

東部地区では，生き物に配慮した水路や，植物や魚類など水生生

物が繁殖するための人工池などの施設設計について学びました。 
2 人は木々や水の豊富さをはじめ，自然環境の豊かさに圧倒さ
れながら，帰国後のかんがい行政推進に大いに役立てたいと感想

を述べていました。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

 
 
 
 林業従事者は年々高齢化し，就業者数も減少傾向にあるなど

深刻な担い手不足が続いています。このような中，7 月 29 日，
8月 12日の両日，県内唯一の農林系高校である柴田農林高校森
林環境科の 2，3年生を対象として，高校で実施する演習林実習
と連携した林業体験学習会を開催しました。 
 現状では生徒が林業事業体に就業することは少なく，林業の

仕事について知る機会も多くありません。そこで直接的な後継

者育成としてではなく，林業事業体がどのような仕事をしてい

るか実体験を通じて理解してもらうことを主眼とし，川崎町森

林組合の協力により簡単な座学と間伐実習を実施しました。 
 このほか 2年生については，演習林を活用した植生調査を行
い，また進路を決める段階にある 3年生については，最先端の
林業を実際に体験してもらうため，民間事業体で施工中の間伐実施地で，最新型の高性能林業機械によ

る丸太生産現場を視察しました。 
 参加した生徒たちは，初めて見る林業生産活動の実態や，チェーンソーを用いた慣れない間伐作業に

歓声を上げながら，心地よい汗を流し貴重な体験をしたようでした。 
 今回の体験学習が担い手確保の一助となり，生徒たちが森林・林業を理解し支えてくれる一員として

社会に力強く羽ばたいてくれることが期待されます。 
【地方振興事務所林業振興部】 

 

柴田農林高校の生徒への林業体験学習を実施しました 

アフリカ・マラウィ国から，かんがい技術を学びに 

蔵王ブランドの「日本なし」が市場出荷１００周年を迎えました 
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企業と高校生が情報交換 

 
 

８千人が来場しました！ 

 
 
仙南地域の工業系高校の生徒に「ものづくり」に対する関心や，

技能習得に対する意欲を高めてもらうことを目的に，9月 10日に
白石市のホワイトキューブで「仙南地域ものづくり企業説明会」

を開催し，管内 3校の 2年生 280人が参加しました。 
 講演では国内初のバス用 LED 路肩灯を開発した（株）ヴィ・
クルー代表取締役の佐藤全

あきら

氏が，「ものづくり」のやりがいや楽

しさ，一人一人が自らの可能性を信じて取り組むことの大切さを

話し，結びには「県南地域の製造業を一緒に元気にしよう」と高

校生たちにエールを送りました。 
また製造企業 30社との情報交換では，現場で働く人たちが「も
のづくり」の技術や魅力を説明し，高校生たちも活発に質問をしていました。製造現場の話や製品の模

型，部品などを直接目にすることで，高校生たちは「ものづくり」を肌で感じたようでした。 
県では，今後も「地域の人材は地域で育てる」の基本理念の下，地域の製造企業や高校と連携を図り，

ものづくり産業を支える人材の育成に取り組んでいきます。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 「仙南を食べよう！」をテーマとした食の祭典「みやぎ蔵王三

十六景“仙南うまいもの祭”」を 9月 22日に川崎町の国営みちの
く杜の湖畔公園で開催しました。 
仙南地域の料理，スイーツ，加工食品，農産物を販売する 27

ブースが出展し，開始直後から多数の来場客が詰めかけ，完売す

るブースが続出しました。 
また和太鼓演奏や，よさこい演舞が会場を盛り上げ，特産品が

当たるスタンプラリーや，むすび丸と仙南ご当地キャラクターに

よる観光ＰＲなどのお楽しみで一日中賑わいました。 
このイベントを通じて，多くの家族連れにみやぎ蔵王の豊かな

恵みを堪能していただき，仙南の食の魅力と元気を伝えることができました。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 
 
 喫煙がもたらす健康への深刻な影響については，広く知られています。特に受動喫煙（自分の意思

に関係なく，他人のたばこの煙を吸わされること）を防ぐ取り組みの一層の推進が求められています。 
 仙南保健所では，今年も「全国労働衛生週間（10月 1日～7日）」の期間中に「せんなん禁煙チャ
レンジウィーク 2013」を設定し，たばこ対策に取り組む施設・団体を募集するとともに，参加団体
の取り組みをホームページなどで公表します。（現在，2012年の参加団体の受動喫煙防止や禁煙対援
等の取り組みがホームページで公表されています。） 
この機会に，職場等でのたばこ対策について考えてみませんか。 
●問い合わせ先：仙南保健所 成人・高齢班（℡ 0224-53-3120） 
［仙南保健所ホームページ］http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sn-hohuku/tobacco.html 

【仙南保健所】

 お知らせ 

「せんなん禁煙チャレンジウィーク２０１３」を実施します！ 

仙南の食の魅力と元気を発信！ ～みやぎ蔵王三十六景「仙南うまいもの祭」を開催～ 

「ものづくり」の魅力を紹介！ ～平成２５年度仙南地域ものづくり企業説明会～ 
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審査員による食味官能試験 

（イメージ） 

 
 
 例年 4,000点を超えるお米が国内外から出品される国内では
最大規模のお米の食味を競う大会が，11月 23日から 24日の 2
日間にわたり，七ヶ宿町で開催されます。 
 審査には出品された全てのお米で競う「総合部門」をはじめ，

農業高校が競う「お米甲子園」など各部門があり，機械分析や

官能審査を行い部門ごとに入賞者を表彰します。 
 生産者の皆さまには，自らの米を全国の生産者と比較できる

またとない機会ですので，最高賞の金賞を目指して，ぜひ出品

していただければと思います。 
 また一般の皆さまに向けた催しとして，会場では最終食味審

査に合わせた試食があるほか，展示・販売テントも出店します

ので，ぜひご来場ください。 
 

●開 催 日：11月 23日（土･祝）・24日（日） 
●場  所：七ヶ宿町活性化センター（七ヶ宿町字関 94） 
●出品受付：10月 1日（火）から 11月 7日（木）まで（米・食味鑑定士協会必着） 
●開催内容や申し込み方法等は，七ヶ宿町産業振興課農林係（℡ 0224-37-2113）へ 
［米・食味鑑定士協会ホームページ］http://www.syokumikanteisi.gr.jp/15-kon.htm 
［七ヶ宿町ホームページ］http://www.town.shichikashuku.miyagi.jp/ 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 
 
 

※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。 

「米・食味分析鑑定コンクール国際大会」が開催されます 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町

1日～11月4日 シルクフェスタin齋理 丸森町 9～10日 JAみやぎ仙南フェスティバルｉｎ角田 角田市

1日～11月30日 たっぷり蔵王！キャンペーン2013 蔵王町 9～10日 白石市農業祭 白石市

十 5日 鬼小十郎まつり 白石市 十 上旬 蔵王町文化祭 蔵王町

5日 かくだ！ほろ酔い祭り 角田市 一 上旬 ございん市「収穫感謝祭」 蔵王町

5～6日 全国伝統こけしろくろまつり 蔵王町 10日 秋の検断屋敷まつり 白石市

5～6日 しばた匠まつり 柴田町 中旬 駅前にぎわい市 大河原町

月 6日 台山サウンドフェスティバル2013 角田市 月 中旬 どぶろく ぶラリ～ 大河原町

6日 サイクルフェスタ丸森2013 丸森町 中旬 丸森ウォークラリー大会 丸森町

12～13日 東北こども博 柴田町 中旬 ヤーコンまつり 丸森町

12～14日 ございん市「里いもまつり」 蔵王町 23日 ひっぽ筆まつり 丸森町

12日～11月30日 おすそわけ博・秋 丸森町 下旬 しばた柚子フェア 柴田町

13日 秋の幸まつり 七ヶ宿町 下旬 しばた新そばまつり 柴田町

13日 大高山神社秋の例大祭 大河原町 下旬 ころ柿作り体験 丸森町

13日 布袋まつり 村田町 下旬 自然薯じゅうねん収穫祭 丸森町

13日 青根温泉感謝祭 川崎町 上旬 みやぎ蔵王えぼしスキー場開き 蔵王町

18～20日 白石城下きものまつり 白石市 上旬 みやぎ蔵王すみかわスノーパーク開き 蔵王町

18～20日 みやぎ村田町蔵の陶器市 村田町 十 上旬 シクラメンまつり 柴田町

19～20日 蔵王町産業まつり 蔵王町 二 上旬 齋理のクリスマスコンサート 丸森町

中旬～11月上旬 白石城菊花展 白石市 上旬～下旬 しばた光のページェント 柴田町

20日 とくら祭り 角田市 上旬～下旬 船岡城址公園光ライトアップ＆イルミネーション 柴田町

20日～11月13日 しばたB級グルメグランプリ 柴田町 月 上旬～1月上旬 駅前イルミネーション おばんなりスター大河原 大河原町

20日～11月13日 みやぎ大菊花展柴田大会 柴田町 上旬～3月末 阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町

26日 七ヶ宿湖一周ウォーキング 七ヶ宿町 中旬 みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場開き 七ヶ宿町

26日 全日本石投げ選手権大会 丸森町 中旬 みやぎ蔵王セントメリースキー場開き 川崎町

29日～11月4日 秋の大洋蘭展 村田町 中旬～1月中旬 メタセコイアの奇跡！光り輝け槻木駅 柴田町

下旬 おおがわらオータムフェスティバル 大河原町 中旬～1月下旬 齋理屋敷冬の企画展「齋理の歳迎え」 丸森町

十 2～3日 蔵王高原大根狩り＆チーズフェア 蔵王町 中旬～3月中旬 蔵王樹氷鑑賞ツアー 蔵王町

一 2～3日 蔵ｉｎｇ村田新そばまつり 村田町 21～22日 スペースタワー・コスモハウス宇宙クリスマス 角田市

月 2～3日 丸森まるごとふる里の秋 大感謝祭 丸森町 　 31日 除夜の鐘を鳴らす会 白石市

3日 阿武隈リバーサイドマラソン大会 角田市 下旬 みやぎ蔵王白石スキー場開き 白石市

歳時記（１０月～１２月） 
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●問い合わせ先：大河原地方振興事務所 林業振興部 林業振興班（℡ 0224-53-3249） 
【地方振興事務所林業振興部】

野生きのこの採取や販売にあたっては安全をご確認ください 
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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 

次号は平成２５年１２月の発行予定です 

青大豆として販売中の“秘伝豆” 

蔵王町のいちじく（１０月中旬） 

 
 

 
 
 
いちじくは秋の味覚として欠かせない果実のひとつです。 
仙南地域のいちじく面積は 37 ㌶ほどあり，面積が多い順に蔵
王町，丸森町，角田市，村田町などで，主に加工用の在来種が栽

培されています。 
本年は凍害が発生し生育が遅れましたが，生産者の懸命な栽培

管理もあり，品質の高いいちじくが収穫できる見込みです。 
蔵王町と丸森町を中心に 9 月上旬から 11 月上旬まで市場出荷

されるほか，仙南各地の直売所でも販売されます。また，村田町

には 9 月中旬から 11 月中旬までいちじく狩りを楽しめる農園も
あります。 
今年は，地元産のいちじくを使った定番の甘露煮やジャムを作ってみませんか。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 

  
 

 角田市は県内でも有数の大豆の産地であり，生産された大豆は

納豆や味噌，豆腐などの食品に仕向けられています。中でも市内

の有志が栽培する「秘伝豆」は香りが高く，濃厚な味で人気があ

り，ずんだや，きな粉，豆乳をベースにしたさまざまな商品に使

われています。 
 秘伝豆は 9月末から枝豆としての収穫が始まります。9月 29日
には阿武隈急行角田駅前で「ずんだまつり」が開催され，来場者

にずんだ餅が振る舞われるほか，枝豆の即売や抽選会などさまざ

まな催しが予定されています。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 仙南地域のシンボルである蔵王は，地域にとって，言わば『王様』です。 
 大河原地方振興事務所では，その蔵王を仙南地域共有の大切な財産とし，地域の皆さま

とともに，地域振興を進めていきます。 

表題『sennan the king』について 

  オススメ！こだわりの食材情報 

秋のえだまめ「秘伝豆」 

隠れた人気商品「いちじく」 


