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最優秀賞「水鏡のざおうと桜」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図画を描くことを通じて仙南地域の美しい景観を誇り

に思い大切にする気持ちを育むとともに，図画の展示に

より，みやぎ蔵王三十六景などの仙南地域の魅力を県民

の皆さまに再認識してもらうことを目的に，図画コンク

ールを開催しました。 
 仙南地域の小学校 20 校から「わたしが好きな仙南地
域の美しい風景」というテーマで，82点の力作が寄せら
れました。審査委員会で下記の入賞作品が決定され，10
月 29 日，大河原合同庁舎において表彰式を開催しまし
た。表彰式では，地方振興事務所長，県観光ＰＲキャラ

クターむすび丸から，それぞれ賞状，副賞が受賞者に手渡されました。受賞者の皆さんは，和やかな

雰囲気の中で受賞の喜びをかみしめているご様子でした。 
 
※優秀賞，佳作の作品は 8ページに掲載していますので，ご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地方振興事務所地方振興部】 

  
最優秀賞 湊  まや さん (丸森町立金山小学校 4年) 
優 秀 賞 大宮 和奏 さん (大河原町立大河原小学校 3年) 
     栗田菜々子 さん (丸森町立大内小学校 6年) 
佳 作 滝口  響 さん (蔵王町立遠刈田小学校 2年) 
     泉  紗英 さん (丸森町立大内小学校 4年) 
     大浦  修 君  (白石市立白石第二小学校 5年) 
 

 受 賞おめでとうございます 

 Ｔｏｐｉｃｓ ～大河原合庁の取り組みを紹介します～ 
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「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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寄り合いの様子 

枝打ち作業完了後の林内 

枝打ち作業体験 

 
 
 川崎町では，11月 5日，前川地内の町有林内において，公募した
一般参加者とキリンビール株式会社仙台工場の社員の方，約 60名が
参加し，かわさきまち「水源の森づくり」育樹祭を開催しました。 
 同町では森林が 80％を占め，名取川水系の上流域でもあることか
ら「水源のまち」として積極的に森林の整備に取り組んでおり，そ

の一環として平成 17 年度から 20 年度までに「植樹祭」を開催し，
平成 21年度からは「育樹祭」として，整備が必要な若い森林の枝打
ち作業などを実施しています。 
 当日は天候にも恵まれ，参加者全員がノコギリを持って山に入り，

作業手順の指導を受けながら，林齢 8年のヒノキ林の枝打ち作
業を体験しました。今回初めて参加し，一生懸命枝と格闘する

方，これまでに参加したことのある手慣れた方など，全員で枝

打ち作業が行われました。作業完了後に，見通しが良くなって

明るくなった林内を見た参加者からは「きれいになったね」な

どと達成感のある感想がありました。 
 これまで実施した「植樹祭」では，約 10㌶の森林にブナな
どの広葉樹を主体として植林しており，森林の整備が行われて

いますが，地方振興事務所では引き続き森林教室などの開催に

より広く支援してまいります。 
【地方振興事務所林業振興部】 

 
 
 
 次代のリーダーを目指す 20～30歳代の 13名が，今年度から「仙南・農・AKOGARE

あ こ が れ

-navi
ナ ビ

」とい

う緩やかなネットワークの下に集い，消費者に農業・農村を理解してもらうための勉強会(寄り合い)
を始めました。 
 このメンバーは，普及センターが取り組むプロジェクト課題の対象者として，各市町関係課から推

薦された方々と普及センターが関わっている経営者数名に声掛けしています。それぞれの経営は，畜

産(酪農・養豚・鶏卵)，水稲，野菜(施設・露地)，花き(鉢花・花壇苗など)，野菜(有機)を主体とする
新規参入予定者などバラエティーに富んでおり，農業部門の異業種交流の場であると同時に，メンバ

ーそれぞれが農業経営者でありながら，経営規模や経営における位置付けが異なるため，互いに大き

な刺激を受けているようです。経営部門が異なることから，集まれる時間帯などがバラバラで寄り合

いの日程を決めるのも難しいのが現状ですが，「仙南地域の次代のトップリーダーが一堂に会する貴

重な場」という位置付けがメンバー個々にあり，出席率や寄り合い参画へのモチベーションも高くな

っています。 
 9月 3日には，東京農業大学の門間教授を招いて，消費者ニ
ーズ，食料危機，食料自給率など農業を取り巻く現状について

講義を受けた後，その主要な動きや傾向について話し合いまし

た。 
 今後は，個々の経営において，消費者に農業の現状を分かり

やすく伝え，農業者と消費者が「農業・農村を共に支える」関

係に高めていけないか，消費者にも参画してもらいながら検討

することとしています。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 

次代のリーダーを目指す若者が寄り合いを開催 

「水源のまち」川崎町で，育樹祭を開催 
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蔵本堰(白石市)の前で記念撮影 

調査会の様子 

熱心に聞き入る職員 

 
 
 農業に接する機会が減少している子どもたちに，農産物の生

産に重要な役割を果たしている農業用水利施設の見学や農作

物の収穫体験を通して，「水」・「食」・「農」の関わりを学んで

もらうため，10月 5日，「仙南地域の農業農村めぐり」が開催
されました。 
 第 12 回を数える今年度は，白石市立斎川小学校 3～6 年生
23 名を対象に，水土里

み ど り

ネットせんなん・水土里ネットしろい

しの主催，白石市・地方振興事務所の共催で開催。当日は関係機関を含め 38名の参加がありました。 
 今回は，斎川地区の水田や家庭用水につながる水のみちをたどり，水利施設を中心に体験学習を行

いました。児童たちは農作業体験としてバター作りや梨の収穫作業も体験し，終始楽しそうに，そし

て時には真剣なまなざしでしっかりと学習していました。水利施設など，農業に関わる仕組みを学習

した子どもたち，農業・農村に関するクイズにはなんと全問正解者もいました。今回の経験から，農

業・農村の大切さをしっかり学んだようです。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

 
 
 
 自治体職員が企業で活躍している方から民間のマインドや行動などを学び，仙南地域における「富

県宮城の実現」をより促進しようと，10月 20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。当日は仙南地域の市町職員や県職員など約 90名が参加しました。 
 今回は，地域との関わりを大切にしながらビール会社ならではの活動を行っているサッポロビール

株式会社仙台工場から仲本滋哉工場長を講師に迎え，「サッポ

ロビール仙台工場の地域活動」と題してご講演いただきました。 
 ビールの原料の水を使用している縁から七ヶ宿町の米作り

に参加していることや，東日本大震災時に避難者を受け入れた

支援活動などについてお話をいただきました。日々の地域活動

が非常時に力を発揮することを学ぶことができ，「富県宮城の

実現」や震災からの復興に向けたさまざまな取り組みを進める

上で，大変有意義な機会となりました。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 全国和牛能力共進会とは，仙台牛や松坂牛で有名な「和牛」が一堂に会し，その能力を競い合う品

評会で，5 年に一度開催される「和牛のオリンピック」です。この大会は来年長崎県で開催され，県
内の肉用牛生産者も上位入賞を目指して取り組んでいます。その取り組みの一環として，11月 29日
に発育状況などを確認する調査会が行われ，大会へ出品予定の

牛が美里町にあるみやぎ総合家畜市場に集合，仙南地域からも

丸森町から 4頭が出場しました。 
 出品農家は講師から今後の飼養管理や調教方法について学

ぶことができ，大会に向けて一層意欲が高まったようでした。 
 全国和牛能力共進会は，長崎県の次に宮城県での開催が決ま

っています。家畜保健衛生所では，本県の種雄牛
しゅゆうぎゅう

として全国

的に有名な「茂洋
しげひろ

号」の血統を中心に，長崎大会そして宮城大

会での上位入賞を目指して，今後も支援してまいります。 
【家畜保健衛生所・地方振興事務所畜産振興部】 

もっと知りたい！ 農業農村・地域につながる水のみち 

民間企業から学ぶ ～「富県宮城人づくり研修会」を開催～ 

「和牛のオリンピック」での上位入賞を目指して 
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見晴らしの良い植樹場所で記念撮影 

打ち合わせ会の様子 

 
 
 水土里ネットわいとうが，11月 18日，角田市立枝野小学校・
藤尾小学校を対象に，角田市大森山で植樹活動を開催しました。

当日は，小学生 35 名と関係機関を合わせおよそ 70 名の参加
がありました。 
 この活動は，角田隈東

わいとう

地区へ農業用水を供給しているため池

の水源であり，平成 21年に林野火災があった山林の保全活動
として植樹を行うことで，地域住民および地元の小学生たちに

農業用水に対する水源地域の役割や大切さについて理解を深めてもらうものです。 
 会場が大森山山頂付近ということで，子どもたちは，植樹場所までの登山中，疲れた様子も見せて

いましたが，恵まれた天候と美しい景色の中で，枝野・藤尾両校合同による植樹活動に精を出して取

り組んでいました。地方振興事務所による事前授業や，植樹活動を通して，ため池と森の絆を体感し

たようです。 
 活動後関係機関から，今回植樹したケヤキやカエデ，ヤマモミジやヤマザクラの成長を見に，数年

後にまたこの場所を訪れて欲しいとの声があり，子どもたちも，今回親睦を深めた友達とまた一緒に

来て，自分たちとともに成長した木々の景色を見たいと答えていました。 
【地方振興事務所農業農村整備部・林業振興部】 

 
 
 
 
 角田市の前原郡山集落では，平成 10 年度から水田ほ場の大区画化，農道の整備，用排水路の整備
などの基盤整備が実施され，これを契機に，土地利用の調整などを担う「前原郡山営農改善組合」と

集団転作を担う「Green5えだの」を設立し，2階建て方式の集落営農を実施しています。 
 Green5えだの(組合員 6名)は，集団転作作物として大麦，大豆を栽培するほか，直売所「たんぽぽ」
を開設し，平成 17 年から活動を行ってきましたが，近年は集落農地の保全などの観点から安定した
組合運営が課題となっていました。 
 そこで，普及センターでは昨年 11 月から月 1 回程度，組合員全員と定期的に打ち合わせ会を開催
し，営農ビジョン策定について支援してきました。 
 初めに，経営品目の収量・品質，経営収支，組合員の出役状況など，経営に関する計数をまとめな

がら，組合の現状について組合員間の認識の共有化を図りました。次に，集落農業の現状を把握する

ため，地権者に対して本年 1月に意向調査を実施しました。調査内容は，水稲栽培管理機械などの所
有状況や今後の営農意向などで，全 54戸にアンケート形式で行いました。 
 これらの結果を踏まえ，SWOT分析と TN法を活用しながら，組合員全員で営農ビジョンの策定作
業を実施しました。SWOT分析では，内部環境の強み・弱み，外部環境の機会・脅威について，組合
員から自由に意見を出してもらい，それらに対する対応策を洗い出しました。 

 さらに，出された対応策について，重要度，難易度，緊急度

の観点からおのおの 5点満点で採点後，これらの合計値で順位
付けをし(TN 法)，最終検討を経て営農ビジョンを策定しまし
た。 
 なお，これらの作業過程で法人化への機運が高まり，来年度

中に集落の水稲作業受委託なども経営に含めた農業生産法人

になることで合意が得られました。 
 普及センターでは，「Green5えだの」が集落農業を安定的に
担う組織となるよう，今後も引き続き支援をしてまいります。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 

植樹活動を通してため池と森の絆を体感 

集落営農組織の経営体質強化に向けて 
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蔵王町産業まつりで啓発 

台風 15 号の被害(左:村田町 浸水状況，右:角田市 排水路護岸崩壊)

国道 457 号線(柴田郡川崎町本砂金字大田原)の応急工事 

 
 
 平成 19 年度に策定された県の動物愛護管理推進計画には，
人と動物が真に共生できる社会を構築するために 3 つの基本
理念が定められています。その理念に基づき推進する施策の

中に，終生飼養の推進(犬・ねこの引き取り頭数の減少)および
迷い犬の返還率の向上を掲げています。 
 そこで，返還率を向上させ，犬の処分頭数の減少を図るた

めに，平成 22・23年度に「犬の所有者が分かるよう名札など
を明示すること」「飼い犬がいなくなったら保健所に連絡すること」のチラシを作成し，市町の協力

を得て狂犬病予防注射会場や市町のイベントに参加して，チラシの配布を行い住民に啓発活動を行い

ました。その効果もあり，犬の飼い主から「飼い犬がいなくなった」との問い合わせが増えました。 
 今後も，市町の協力を得ながら迷い犬の返還率の向上を進めてまいります。 

【仙南保健福祉事務所・仙南保健所】 
 
 
 
 東日本大震災の発災から約 10 カ月が経過しました。震災により被災を受けた仙南地域の農地，農
業用施設及び農業集落排水施設のうち，国に補助を申請した被災箇所は全 111カ所，復旧事業費は 11
億 3000万円となり，順次復旧工事に着手しているところです。 
 一方，9 月の台風 15 号もまた，仙
南地域に大きな爪痕を残しました。村

田町では新川決壊に伴い，稲刈りを控

えた周辺水田約 30 ㌶が浸水するなど，
管内の被害箇所は 209カ所，被災額は
2 億 5000 万円に上りました。このう
ち比較的大規模な 42 箇所では，国へ
の補助申請をしており，現在国の査定

を受けているところです。 
 今後は，来年の水稲作付けに間に合うよう，一日も早い復旧に向けて取り組んでまいります。 

【地方振興事務所農業農村整備部】 
 
 
 
 9月の台風 15号により，当事務所管内の土木施設も 23カ所で被害を受け，被害額は約 1億 7000
万円となっています。降り始めからの雨量が，多い所では 300㍉㍍を超えました。村田町の新川では
堤防が決壊し，川崎町の国道 457号では道路が陥没しましたが，いずれも応急工事を実施し仮堤防の
建設，迂回路の設置を行いました。 
 また，地震により被災した施設の復旧工事が本格化しています。多くの箇所で通行規制を行ってい

るため，皆さまにはご不便をおか

けしていますが，ご理解とご協力

をお願いします。なお，通行規制

の状況につきましては大河原土木

事務所のウェブページで確認でき

ます。 
【土木事務所】 

 

来春の作付けに向けて ～地震・台風災害からの復旧状況～ 

台風１５号による大河原土木事務所管内の被害と地震の復旧工事について 

迷い犬を飼い主の元に返還するために 
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  第一期 平成 24年 1月 4日 
  第二期 平成 24年 2月 29日 

個人事業税の納期限 

 
 
 10月 15～16日，県庁において宮城県農林産物品評会および宮城県花き品評会が開催されました。 
 仙南地域からは，玄米，野菜，果物，花き，まゆなど 119点(農産物 87点，花き 32点)が出品され，
20名の方々が入賞されました。 
 今年は，東日本大震災の影響もあって適切な栽培管理をしにくい状況でしたが，そのような中，数

多くの農産物が入賞したことは，農業者の皆さまの努力の結果だと思います。今回の受賞によって，

地域農業の一層の活性化が期待されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 
 
 
 
 
 
 
 仙南地域には，四季を通してみやぎ蔵王をはじめとする美しい風景やおいしい食べ物，歴史・文化

など素晴らしい観光資源が数多くあります。そのキラキラ輝く観光資源について知識を深め，魅力を

再発見してもらうため，仙南地域の小中学生(小学 4年生～中学 2年生)を対象にしたクイズを開催し
ます。 
 クイズ用紙は，冬休み前に学校に配布します。みんなで一緒にクイズを解いても構いません。すて

きな賞品も用意しております。ぜひ全問正解目指してチャレンジしてみてはいかがですか？ 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 宮城県では，東日本大震災の影響を考慮して，発送を延期しておりました平成 23 年度個人事業税
の納税通知書を，12月 8日にお送りいたしました。 
 金融機関はもとより，コンビニエンスストアでも納税できます。ぜひ納期限までに納められますよ

うお願いいたします。 
 また，今回の震災で事業用資産または居住用の家屋・家財

に被害を受けられた方につきましては，被害に応じた減免の

措置がありますので，納税通知書に同封のチラシをご覧の上，

申請してください。ご不明の点がございましたら，大河原県

税事務所(電話：0224-53-3130)までお問い合わせください。 
【県税事務所】 

 お知らせ 

個人事業税 期限内の納付をお願いします 

みんなで挑戦！ みやぎ蔵王三十六景クイズ 

県農林産物及び花き品評会で仙南地域の農産物が上位入賞を果たす 

  
【農産物】 
知事賞一等<農林水産大臣賞>    山家 一彦 氏 (蔵王町，西洋なし) 
      <農林水産省生産局長賞> 佐藤 直樹 氏 (蔵王町，りんご) 
      <県園芸協会長賞>    成沢 信幸 氏 (蔵王町，さといも) 
【花き】 
金賞二席<農林水産省生産局長賞，仙台生花(株)代表取締役賞> 
              加藤 一郎 氏 (柴田町，トルコギキョウ) 
  三席<東北農政局局長賞，宮城県園芸協会会長理事賞> 
              平間 明夫 氏 (柴田町，ポットマム) 
 

 受 賞おめでとうございます 

山
家
氏
夫
妻

加
藤
氏
夫
妻
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ハクチョウやカモ類 

 
 
 本年度も秋の深まりとともに，冬の渡り鳥たちの渡来が始ま

りました。この広報紙がお手元に届く頃には，寒さも増し多く

の渡り鳥たちを目にすることができるかと思います。 
 仙南地域では，県北の伊豆沼や蕪栗沼のような全国有数の渡

来地はありませんが，白石川や各地のため池などにカモやハク

チョウなどの水鳥たちが多数やって来ます。遠くシベリアなど

から渡ってくる野鳥の生命力の強さには驚かされます。 
 11 月 9 日に渡来初期のガンカモ類生息調査を県内一斉に実
施しました。本年度は暖かい秋だったせいかハクチョウやカモ類の渡来が少なく，県全体では昨年同

期の 8割程度の数でした。仙南地域では，昨年と比べて大きな減少はありませんでしたが，各地の採餌
さ い じ

可能な場所に分散する傾向がありました。 
 ところで，養鶏場などでの鳥インフルエンザの発生源として野鳥からの感染が疑われています。こ

のため，地方振興事務所では野鳥への給餌を自粛するようお願いしています。これは，給餌により野

鳥が自然界にはない密度で集結することによって，一度インフルエンザの感染があった場合に，それ

が爆発的に広がる恐れがあるからです。また，ウイルスが含まれた感染鳥のふん便が人の靴やタイヤ

に付着したまま他の場所へ運ばれてしまう危険も考えられます。万一，養鶏場などに感染が広がった

場合の損失は計り知れませんので，ご協力をお願いします。 
 宮城県でも，野鳥の感染を早期に把握するため定期的に野鳥の観察調査を行うことにしているほか，

不審な死亡鳥が発見された場合にはインフルエンザ感染調査を実施します。 
【地方振興事務所林業振興部】 

 
 
 
※ 東日本大震災の影響で，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。 

 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
1日 みやぎ蔵王えぼしスキー場開き 蔵王町 8日 冬の検断屋敷まつり 白石市

1日～3月25日 阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町 一 14日 どんと祭はだか参り 角田市

十 2日～1月5日 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 14日 刈田嶺神社暁祭り 蔵王町

二 3日 齋理のクリスマスコンサート 丸森町 月 21日 えぼし雪上花火大会 蔵王町

3～4日 シクラメンまつり 柴田町 28日～3月4日 雛の宴展（弥治郎こけし村） 白石市

3～25日 しばた光のページェント 柴田町 1日～3月21日 こけしびなまつり 蔵王町

月 3～25日 船岡城址公園光ライトアップ＆イルミネーション 柴田町 3日 長泉寺豆まき 角田市

9日 みやぎ蔵王すみかわスノーパーク開き 蔵王町 二 5日 雪だるま・雪像コンテスト 七ヶ宿町

10日～1月9日 メタセコイアの奇跡！光り輝け槻木駅 柴田町 上旬 喜多流公演（碧水園） 白石市

13日～1月22日 齋理屋敷冬の企画展「齋理の歳迎え」 丸森町 上旬 青根温泉雪あかり 川崎町

17日～3月18日 蔵王樹氷鑑賞ツアー 蔵王町 月 上旬 宮城かわさき雪まつり 川崎町

22日 みやぎ蔵王白石スキー場開き 白石市 12日～3月17日 伊達家ゆかりの雛人形展 角田市

22日 みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場開き 七ヶ宿町 中旬 みやぎ蔵王ゆきまつり 蔵王町

　 22日 みやぎ蔵王セントメリースキー場開き 川崎町 中旬 七ヶ宿雪合戦大会 七ヶ宿町

23～24日 スペースタワー・コスモハウス宇宙クリスマス 角田市 中旬～3月下旬 齋理屋敷春の企画展「齋理の雛まつり」 丸森町

31日 除夜の鐘を鳴らす会 白石市 下旬 第35回ＴＢＣ杯みやぎ蔵王スキー大会 蔵王町

1日 初日の出を拝む会（白石城） 白石市 3日 桃の花キャンペーン 蔵王町

1日 船岡平和観音初詣 柴田町 三 4日 七ヶ宿ジャイアントスラローム大会 七ヶ宿町

一 1日 太陽の村元旦祭 柴田町 上旬 南蔵王ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ大会・スキー技術選手権大会 白石市

2日 弥治郎こけし初挽き 白石市 中旬 小斎鹿島神社奉射祭（やぶさめ） 丸森町

月 2日 日本刀初打ち 白石市 月 24～25日 むらた町家の雛めぐり 村田町

6日 七草の会（武家屋敷） 白石市 24～25日 小京都むらた写真展 村田町

　 7～8日 みちのく公園・新春ふるさとまつり 川崎町 備
考

※日程が変更になる場合がありますので，事前にご確認の上お出かけください。

歳時記（１２月～３月） 

野鳥への給餌を自粛してください 
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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：０２２４－５３－３１９９(直通) FAX：０２２４－５３－３０７６ 
        e-mail：oksinbk@pref.miyagi.jp 

次 号 は ３ 月 の 発 行 予 定 で す 

 
 
 
 
優 秀 賞 

 
 
 

 
 

 佳  作 

 
 

 
 

 
 

 
 

 みやぎ蔵王三十六景 図画コンクール 入賞作品 

蔵王山のすそのに広がる田園風景（大宮さん） 蔵王の頂（栗田さん） 

清滝（泉さん） 

おかまにさいていたこまくさ（滝口さん） 

馬牛沼（大浦君） 

※最優秀賞の作品は，1ページに
掲載していますので，ご覧くだ
さい。 


