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自力でハウスを建設中 

白石で新たに農業を始めた 5人の方々

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 白石市にある有限会社蔵王グリーンファーム(代表取
締役社長：菊地英明氏)では，東日本大震災で被災した名
取市の園芸農家 5 人を役員として迎え，市内の農地約 1
㌶で新たにチンゲンサイの栽培を始めています。 
 同社では施設野菜の栽培経験がなかったものの，被災

農家の救済，震災で生産量減少が懸念される宮城の農業

の復興のために，5 人が持つチンゲンサイの大規模栽培
のノウハウを活用して，7 月からパイプハウスの建設と
播種
は し ゅ

を始めました。9 月 6 日から収穫が始まり，市内の
農産物直売所や県内スーパーへ出荷しています。 
 5人のリーダー的存在である桜井久一郎さんは，「震災で家も農地も何もかも失ったが，農業で再起
しようと名取市近隣で農地を探していたところ，30年来の取引があった菊地代表から『白石で一緒に
頑張らないか』と声を掛けられた。我々を役員として迎えてくれて，初期投資面でもバックアップし

てもらった。名取市の仮設住宅からの通勤農業は大変だが，この白石の地でチンゲンサイ生産を軌道

に乗せられるように頑張っていきたい」と今後の意気込みを語

っています。 
 パイプハウスの建設は，栽培と同時並行で進めているため，

思うように進んでいませんが，今後も農地を探しながら規模拡

大を図っていく計画です。 
 普及センターでは白石市と連携して，ハウス建設の負担軽減

を図るための補助事業の導入や栽培技術支援など，今後も継続

して同社の取り組み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】 

 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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被災農家とともにチンゲンサイの大規模栽培を開始 
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ワークショップでの発表の様子 

地域住民らとともに植栽活動に 
参加する事務所職員 

地域の逸品市 

 
 
 角田市隈東

わいとう

地区では，「地域のため池を考える会」が平成 22
年度に地域住民で組織され，平成 25 年度の地域ため池総合整
備事業の新規採択を目指し，活動しています。 
 今回は，猿田・仙石・内町・池田の各ため池ごとに 4つのグ
ループに分かれワークショップが行われました。事前に現地調

査・聞き取りを行ったため池の地域資源を「現在活用している

資源」「今後活用できそうな資源」「活用は難しい資源」に分類

し，それぞれ今後どうしたらよいか，どうしたいかについてグ

ループごとに話し合われました。ため池を考える会のメンバーは積極的に発言し，楽しい雰囲気の中

でも真剣に取り組んでいました。 
 また 8月 30日には先進地を視察し，地域としてため池とどう関わっているのかを勉強しました。 
 今後は先進地視察の結果を検討するとともに，今回のワークショップで出された改善点・提案の実

現に向け，より具体的な話し合いを行う予定です。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

 
 
 
 8月 22日から 26日(24日除く)まで，仙南地域の食材の魅力
と「みやぎ蔵王三十六景」をより多くの方に紹介するため，販

売会「みやぎ蔵王三十六景地域の逸品市」を県庁 1階で開催し
ました。仙南地域の旬の野菜や果物，漬物などの農産加工品，

地域を代表する食品「白石温麺
うーめん

」など，出展者自慢の品々が多

く並びました。お客さまは，出展者と会話をしながら味を確か

め，買い物を楽しんでいる様子でした。 
 今回の販売会のタイアップ企画として，同じく県庁 1階の東
側壁面において，「みやぎ蔵王三十六景エリアフォトコンテス

ト入賞作品展」を開催しました。仙南地域の美しい風景や蔵王が見えるお気に入りの風景などを募集

したフォトコンテストにおいて入賞した作品 19 点を展示しました。買い物の後，じっくり鑑賞され
るお客さまも見受けられました。 

【地方振興事務所地方振興部】 
 
 
 
 大河原町黒沢尻用水路土地改良区では，21世紀土地改良区創造運動の一環として，仙南東部広域農
道の金ヶ瀬工区において，歩道の植栽帯にコスモスの植栽活動を行っています。これは，地域内外の

広域農道利用者に安らぎの田園風景を提供するとともに，地域住民の交流を目的として開催されてい

るもので，今年で 7回目を数えます。 
 さらに本年度は，震災復興を願うものとして開催され，「光」のイメージを持ち，喜びや明るさを

表す「黄色」の花を咲かせるキバナコスモスを植えることにな

り，当事務所もその願いを込めて参加しました。 
 当日は台風の影響で悪天候にもかかわらず，地域住民，関係

機関を含め 69 名の方が参加し，ハナミズキが植栽されている
141区画の植栽帯に，約 1.2㌔㍍にわたってコスモスの種をま
きました。コスモスの花は，現在見頃を迎え，辺り一面希望の

色に包まれた美しい景観を楽しむことができます。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

地域のため池を考える～隈東地区ワークショップ開催～ 

希望のコスモスで地域に元気を！ 

みやぎ蔵王三十六景地域の逸品市＆フォトコンテスト入賞作品展を開催 



SENNAN THE KING 

- 3 - 

8 月 2 日の会議の様子 

復旧前後の国道 113 号(角田市江尻) 

右上：復旧前

左：復旧後

決壊した朴ノ木ため池(川崎町)にお
ける災害査定の状況 

 
 
 このたびの東日本大震災により，甚大な被害を被った農

地・農業用施設及び農業集落排水施設の早期復旧に向け，災

害査定が県内全域で行われています。災害査定は，適切な災

害復旧に向け，農政局と財務局の係官(査定官，立会官)が現地
において，県市町・土地改良区の災害復旧事業計画の申請に

対し，国が負担する災害復旧事業費を決定するものです。 
 仙南地域でも，8月第 2週までに申請予定 115カ所のうち，
8 割に相当する 92 カ所の災害査定が終了し，査定額(事業費)
は 5億 1400万円となっています。 
 査定が終わった箇所から復旧工事に着手します。今後も順次災害査定を受けながら，農地・農業用

施設及び農業集落排水施設の早期復旧に向け取り組んで参ります。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

 
 
 
 福島県産牛肉から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出され，県内でも流通した牛肉の一部か

ら同様に検出されたことから，7月 28日に国から県内産の牛の出荷制限指示が出されました。 
 これを受け家畜保健衛生所では，8月 2日に「原発事故以降に収集した稲わらの取扱等に関する説
明会」を開催，肥育農家へ現状を周知しました。また各関係機関と連携し農家の協力を得ながら，飼

養管理について全戸調査を行い，出荷制限解除に向けて取り組

みました。その結果，8月 19日には出荷制限が一部解除され，
放射性セシウムの検査結果により安全性を確認した上で，牛肉

の競りが再開されました。また 8月 25日には「肥育牛経営支
援対策等に関わる説明会」を開催し，肥育農家に対する県の支

援策などを周知しました。 
 今後とも，畜産農家が早期に原発事故以前の経営状況に戻り，

安全・安心な牛肉を消費者の皆さまへ提供できるよう全力で取

り組んで参ります。 
【家畜保健衛生所・地方振興事務所畜産振興部】 

 
 
 
 このたびの東日本大震災により被災した土木施設(大河原土木事務所で管理している道路，河川)は，
8月 1日現在で 221カ所，被害額 48億円に上っています。 
 当事務所では，地震直後から応急的な復旧工事を実施し，全面通行止めの解除や堤防の補修などに

努めてきました。その結果，当初 19カ所あった全面通行止めは，現在，南蔵王七ヶ宿線(七ヶ宿町横
川)と名取村田線(村田町菅生)の 2 カ所となりましたが，今でも 16 カ所で片側交互通行の規制を行っ
ています。さらに，今後はこれら 200カ所余りの被災箇所で本格的な復旧工事に着手します。このた
め，多数の箇所で通行規制を実施したり，多くの

工事用車両が通行するなど，県民の皆さまにはご

迷惑をお掛けすることになりますが，復旧工事の

情報を速やかに提供するとともに，できるだけ早

い復旧に努めますのでご理解とご協力をお願い

します。 
【土木事務所】 

県産牛の出荷制限解除に向けて 

大河原土木事務所管内の災害復旧に向けて 

震災復旧に向けて～農地・農業用施設及び農業集落排水施設の災害査定状況～ 
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工場内の改善事例を紹介 

農産物直売所「結友」開設 

視察研修での熱心な質疑 

ブラザー・シスター制度とは 

 
 

 柴田町では，5 月 28 日，船岡城址公園内の物産交流館内に
農産物直売所「結友

ゆいとも

」と農村レストラン「花菜
は な

Cafe」を開設し
ました。 
 多くの生産者が「山(船岡城址)に登らなければならない」と
言うように，立地条件が悪いことや売れ残り商品の持ち帰りな

どを心配し，昨年 9月から設立準備委員会を組織して，より良
い直売所を目指し視察研修や話し合いを続けてきました。その

後，3月 2日に出荷者組合設立総会が開催され，役員のあいさ
つでは「山の上の直売所で条件が悪いからダメだという人もい

ますが，みんなが前向きに取り組めば乗り越えられると思います。皆で知恵を出し合い，自分たちも

楽しめる場所にしていきましょう。」と呼びかけ，出荷者一丸となって開設の準備を進めました。東

日本大震災で家族や親戚を失ったメンバーも「今は前を向いて進む

こと」と自分に言い聞かせるように，農産物直売所と農村レストラ

ンに一心不乱に取り組んでいます。 
 柴田町の町並みが一望でき，蔵王の山々や太平洋の眺望を楽しめ

る景勝地柴田町船岡城趾。「樅
もみ

の木は残った」でも有名なこの地にお

越しの際は，多彩な農産物が顔を揃える農産物直売所「結友」と農

村レストラン「花菜 Cafe」にぜひともお立ち寄りください。 
 定休日は物産交流館が休館となる月曜日，営業時間は月曜日を除

く午前 10時から午後 4時 30分までです。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 

 
 当事務所では，仙南地域企業振興連絡協議会の活動を通して，

仙南地域の中小企業の経営改善などを支援しています。その取

り組みの 1 つとして，8 月 23 日，山形県内の企業へ視察研修
を行いました。 
 リーマンショック，東日本大震災，円高などと中小企業を取

り巻く環境は非常に厳しい状況にあり，生産現場における改善

活動や企業の宝といわれる社員の教育などによる企業体質の

強化が求められています。 
 斎藤マシン工業株式会社(天童市，代表取締役社長：阿部光

成氏)では，トヨタ生産方式を改良した独自の「斎藤マシン方式」による生産改善活動とその成果，社
員一人ひとりの強いモチベーションと高い技術力に支えられた超精密なものづくりを視察しました。

株式会社マイスター(寒河江市，代表取締役：髙井 作氏)では，ブラ
ザー・シスター制度など社員教育制度を教示していただきました。

新入社員は，先輩社員(ブラザー・シスター)によるマンツーマンのフ
ォローにより，不安なく早期に会社に馴染め，中途退職も減ったそ

うです。 
 今後とも当事務所では，仙南地域の中小企業の皆さまの経営改善

などを支援して参ります。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 

経営改善に向けて～山形県内の企業を視察～ 

柴田町に農産物直売所「結友」と農村レストラン「花菜Ｃａｆｅ」がオープン 
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 所有者であった方が，被災自動車を抹消登録等し，平成 23年 3
月 11日から平成 26年 3月 31日の間に代替自動車を取得した場合
に，被災自動車 1台につき，代替自動車 1台が対象となります。 
※非課税になる税金 

 ○自動車取得税：平成 23年 3月 11日から平成 26年 3月 31日までに
取得した代替自動車分 

 ○自 動 車 税 ：平成 23年度から平成 25年度まで 
 

自動車取得税・自動車税の非課税 

 
 
 
 
 
 県では，東日本大震災復興基金を創設し，東日本大震災で大きな被害を受けられた商工業者，観光

関連業者の皆さまの事業再開を支援します。 
 申込期間は，9月 28日(水)から 10月 12日(水)午後 5時までとなっております。詳しくは下記の問
い合わせ先までお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地方振興事務所地方振興部】 
 
 
 
 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 年度自動車税の納税
通知書を，8月 22日にお送りいたしました。 
 納期限は平成 23年 10月 31日(月)です。 
 金融機関はもとより，コンビニエンスストアでの納税やクレジットカードでも納税できます。ぜひ

納期限までに納められますようお願いいたします。 
 また今回の震災で被害を受けられ使用不能または所在不明となった自動車につきましては，課税を

停止しますので，納税通知書に同封の課税保留申請書により申請してください。その自動車の代替と

して購入された自動車について

も，自動車取得税と自動車税の

非課税措置がありますので，右

記説明をご覧ください。 
 ご不明の点がございましたら，

宮城県大河原県税事務所 (電
話：0224-53-3113)までお問い
合わせください。  

【県税事務所】 

 お知らせ 

自動車税の納税通知書をお送りしました。納期限は１０月３１日です。 

商工業者等の皆さまの事業再開を支援します 

平成 23 年度東日本大震災復興基金事業の概要 

事業名称 事業内容 問い合わせ先

中小企業施設整備
復旧支援事業 

 震災で甚大な被害を受けた製造業者(中小企業者)の事業再
開・継続を支援するため，生産施設・設備の復旧に要する経費の

一部を補助します。 
○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 

【食品製造業者】
県食産業振興課 
電話：022-211-2963
【上記以外の製造業者】 
県新産業振興課 
電話：022-211-2765

観光施設再生支援
事業 

 震災により被災した観光事業者(中小企業等)の再建・復旧を支
援するため，施設・設備の復旧に要する経費の一部を補助します。 
○対象施設：(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 
○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 

県観光課 
電話：022-211-2823

商店復旧支援事業
および商業活動再
開支援事業 

 震災で大きな被害を受けた商業者の事業再開に必要な施設(店
舗など)および設備の整備に要する費用を補助します。 
○対象者：施設が全壊またはそれに近い大規模な被害を受けた中

小企業の商業者で，県内で事業を再開する方 
○対象経費：施設および設備の復旧または仮店舗の確保などに要

する経費 
○補助率：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 

県商工経営支援課
電話：022-211-2746
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昨年の開催状況 

 
 
 

 10月 3日(月)から 5日(水)まで，仙台市の勾当台公園いこい
のゾーンにおいて，「みやぎ蔵王三十六景移動直売所」を開催

します。  
 昨年に続いて 2 回目となる今回は，「仙南秋の大収穫祭」と
銘打って，仙南地域の秋の味覚を多くの方に楽しんでいただき

ます。また紅葉シーズンに向けて「みやぎ蔵王三十六景」をは

じめとする観光スポットを紹介したり，お客さまとの交流を深

めるお楽しみ企画も用意しております。出展者一同，笑顔でご来場をお待ちしております。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 仙南保健所では，平成 22年度に 173頭の迷い犬を保護しましたが，70頭は無事飼い主の元に帰る
ことができました。飼い主が判明しなかった犬たちのうち，新しい飼い主に譲渡された 27頭以外は，
残念ながら殺処分されました。 
 犬たちは飼い主が迎えに来ることを殺処分されるその瞬間まで待っています。犬が家族とともに幸

せに生きられるよう努めることは飼い主の責任であり，故意に放してはいけません。鑑札の装着は法

律で義務付けられていますので，万が一逃げてしまった時のためにも，首輪に鑑札(注射済票)や迷子
札を付けましょう。 
 もしも飼い犬がいなくなってしまったら，すぐに保健所(電話：0224-53-3119)まで連絡をお願いし
ます。保護される犬が 1頭でも多く家族の元に帰ることができるようご協力をお願いします。 
 保健所ではウェブページ(http://www.pref.miyagi.jp/sn-hohuku/ )に保護犬，譲渡動物の情報を掲載
しています。「お役立ち情報」の「保護犬」・「譲渡動物」をクリックしてご覧ください。 

【仙南保健福祉事務所・仙南保健所】 
 
 
 
※ 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～11月23日 阿武隈ライン舟下り「いも煮舟」 丸森町 上旬 角田ずんだまつり 角田市

4日～10月30日 石羽古碑かかし街道 丸森町 上旬 斗蔵山・野鳥の森ウォーク 角田市

九 6日～25日 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町 十 上旬 しばた産業フェスティバル 柴田町

10・11・18・19日 蔵王梨まつり 蔵王町 上旬 しばたコメまつり 柴田町

17日～26日 舘矢間ひまわりまつり 丸森町 上旬～下旬  '11シルクフェスタ　in　齋理 丸森町

月 17日～10月23日 みちのく公園・コスモス＆コキア de COKOフェスタ 川崎町 月 14～16日 みやぎ村田町蔵の陶器市 村田町

18日 しろいし蔵王高原マラソン大会 白石市 16日 七ヶ宿ふるさとまつり 七ヶ宿町

中旬 JAXA　施設一般公開 角田市 中旬 白石城茶会 白石市

24～25日 村田新米まつり 村田町 中旬 田んぼアートでＧＯコンだ！（稲刈り） 角田市

1～2日 全国伝統こけしろくろ祭り 蔵王町 中旬 第17回　旧羽前街道道中まつり 蔵王町

2日 影を慕いて歌謡ｺﾝｸｰﾙ全国大会 川崎町 21～23日 白石城下きものまつり 白石市

十 9日 ラ・フェスタ　ミッレミリア２０１1 白石市 22～23日 蔵王町産業まつり 蔵王町

9日 大高山神社秋の例大祭 大河原町 29日 七ヶ宿湖一周ウォーク 七ヶ宿町

9日 布袋まつり 村田町 　 30日 水分神社祭典 七ヶ宿町

月 9～10日 里いもまつり 蔵王町 下旬（日曜日） おおがわらオータムフェスティバル 大河原町

10日 秋の幸まつり 七ヶ宿町 下旬 全日本石投げ選手権大会 丸森町

上旬 白石城菊花展 白石市 下旬～11月上旬 みやぎ大菊花展柴田大会 柴田町

歳時記（９月～１２月） 

今年も「みやぎ蔵王三十六景移動直売所」を開催します！ 

保護された犬が飼い主の元に帰るために 
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不動滝・不動尊展望台 
 
 昔，三階滝には大蟹(かに)が住んでいましたが，狭くなって
きたので大きな不動滝を自分のすみかにと狙い，不動滝の主，
大鰻(うなぎ)に決闘を申し込みました。大鰻は勝てる自信がな
かったので，美しい娘に変身して里に住む猟師に助けてもら
うようお願いしました。決闘の日，時間に少し遅れて猟師が
現場に着くと，川の水が真っ赤に染まっていて，不動滝の滝
壺には大蟹が大きなはさみを天にかざし勝ち誇っていまし
た。猟師は銃で大蟹の目を撃ち，滝壺の水が赤く染まりまし
たが，大蟹の姿は見当たりませんでした。一方，大鰻と言え
ば，大蟹のはさみで胴体を三つに切られ，頭は青根に，胴は
峩々へ，尻尾は遠刈田に飛んでいきました。 
 以来，青根温泉は頭痛や眼病に，峩々温泉は胃腸に，遠刈
田温泉は神経痛や婦人病にと，大鰻の体が飛んでいったとお
りの効能がある温泉になりました。 
 不動滝は，高さ 54 ㍍，幅 16 ㍍と，蔵王最大の滝です。水
量が多く，しかも深山の中の滝といった趣があり，数多くの
文人墨客に親しまれています。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
5～6日 白石市農業祭 白石市 上旬 みやぎ蔵王えぼしスキー場開き 蔵王町

5～6日 蔵ｉｎｇ村田新そばまつり 村田町 上旬 みやぎ蔵王すみかわスノーパーク開き 蔵王町

十 6日 阿武隈リバーサイドマラソン大会 角田市 十 上旬 シクラメンまつり 柴田町

一 6日 ございん市収穫感謝祭 蔵王町 二 上旬～下旬 スペースタワー・コスモハウス宇宙クリスマス 角田市

上旬 秋の検断屋敷まつり 白石市 上旬～下旬 しばた光のページェント 柴田町

上旬 蔵王高原大根狩り 蔵王町 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

月 上旬（日曜日） お宝市 大河原町 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

上旬 技の匠　まるごとフェスティバル 川崎町 上旬～3月末まで 阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町

上旬 丸森まるごとふる里の秋　大感謝祭 丸森町 中旬 みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場開き 七ヶ宿町

中旬 JAみやぎ仙南フェスティバル角田地区農協祭 角田市 中旬 みやぎ蔵王セントメリースキー場開き 川崎町

中旬 かわさき商工まつり 川崎町 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

中旬 かわさき産業フェスティバル 川崎町 中旬～1月下旬 齋理屋敷冬の企画展「齋理の歳迎え」 丸森町

中旬 丸森ウォークラリー大会 丸森町 31日 除夜の鐘を鳴らす会 白石市

23日 ひっぽ筆まつり 丸森町 　 下旬 みやぎ蔵王白石スキー場開き 白石市

下旬 しばた新そばまつり 柴田町 下旬 齋理のクリスマスコンサート 丸森町

下旬 自然薯じゅうねん収穫祭 丸森町 下旬～3月中旬 蔵王樹氷鑑賞ツアー 蔵王町

下旬 ころ柿作り体験 丸森町 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下さい。

 
 
 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 

 みやぎ蔵王三十六景 秋のお勧めスポット 
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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 １ ２月 の 発 行 予 定 で す 

 
 
 
 仙南地域では，地域が一丸となって懸命に復旧作業に取り組み，多くの観光施設などで営業が再開

しつつあります。今後，多くの皆さまに仙南地域にお越しいただくことが，一日でも早い復興に繋が

っていくものと考えています。 
 宮城大学事業構想学部事業計画学科の学生が自ら取材し，作成した「おすすめドライブプラン」を

紹介しますので，ぜひお越しください。 
 
※ 東日本大震災により南蔵王七ヶ宿線(七ヶ宿町横川)が通行止めになっていますので，現在，長老
湖には車で行くことができません。長老湖へは，横川やまびこつり橋から散策路を歩いてお出かけ

ください。 

 
                            （出典：みやぎ蔵王三十六景旅のしおり） 
 
 

 日帰りおすすめドライブプラン 


