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 このたびの東日本大震災では，多くの尊い生命が失われました。犠牲となられた方々の

ご冥福をお祈り申し上げますとともに，被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 3月 11日に発生した地震は，日本の観測史上最大のマグニチュード 9.0を記録し，かつ
て経験したことのない強震と大津波により，これまでに判明した死者・行方不明者は沿岸

部を中心に 14,000人を超え，また家屋・道路・鉄道などの社会基盤を一瞬にして壊滅させ
るなど，県民生活はもとよりこれまで築き上げてきた「地域」そのものを根こそぎ奪うか

のような深刻な被害をもたらしました。 
 仙南地域においても，700 カ所を超える道路などの公共土木施設，600 カ所を超える農
地・農業用施設，700カ所を超える商工業施設などで直接的な被害が発生しました。さらに
当地域で集積率の高い製造業では，沿岸部の企業からの部品の供給不足や，観光産業では

自粛ムードによる影響など，間接的な被害の発生も聞かれ，今もなお大きな影響を受けて

います。 
 このような状況の下，仙南地域では自ら被災者でありながら近隣の被災地を応援する取

り組みが始まっています。ＮＰＯ法人小十郎まちづくりネットワークによる「小十郎震災

復興プロジェクト」，大河原町商工会による「絆
きずな

BOX」など，各地の団体，商店街などの
取り組みには大変感銘を受けています。 

 宮城県が一日でも早く復旧・復興するため

には，比較的被害の少ない仙南地域がけん引

役となる必要があります。当事務所も一日で

も早く復旧・復興が進むよう，地域の皆さま

と一緒に取り組んでまいりたいと考えていま

す。 
     宮城県大河原地方振興事務所長 
              山田 義輝 
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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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液状化により浮上した船岡用水路 

パイプラインの応急工事 

スマイルキックオフ 

しろいし産直マルシェ「小十郎の郷」

 所在地 白石市福岡長袋字八斗蒔 1
 ＴＥＬ 0224－22－0881  
 営業時間 午前 9時～午後 7時 
      無休（年末年始を除く）

 
 
 
 
 
 

 旧卸売市場を活用した農産物直売所「小十郎の郷
さと

」がプレ

オープンしました。 
 白石市のＮＰＯ法人小十郎まちづくりネットワーク（理事

長：志村浩幸）では，卸売市場の統合により遊休化していた

施設を活用し，平成 23年 4月末から農産物直売所「しろいし
産直マルシェ 小十郎の郷」を開設して，地域活性化に取り組
み始めました。 
 3月に東日本大震災が発生した際には，地域住民の食料品不
足に応えるため，緊急オープンするとともに，「小十郎震災復

興プロジェクト」を立ち上げ，義援金や救援物資を集め，大規模被災地への支援を実施するなど，“地

域のための直売所”として取り組んでいます。 
 4月 29日からは毎日営業を開始し，5月 8日までの 10日
間は「スマイルキックオフ 10day's!!」と題したイベントを実
施し，連日，大勢の来場者で賑わいました。 
 普及センターでは，プロジェクトチームを組織し，小十郎

まちづくりネットワークの活動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】 
 
 
 
 
 3 月 11 日に発生した東日本大震災は，仙南地域の農業生産
の基盤である用水路やため池にも甚大な被害をもたらしまし

た。田植え時期を間近に控え，被害の大きさから農業用水の供

給に支障をきたし，水稲の作付けができないのではないかと心

配されました。 
 中でも，大河原町，柴田町の約 300 ㌶の水田地帯に農業用
水を供給する船岡用水路は，上部にある水路が液状化現象で浮

き上がり，その地下に埋設されているパイプライン(内径 1,100
㍉㍍)は，接合部で離脱
するなど，全く通水できない状況となりました。 
 しかし，水路を管理する土地改良区をはじめとする関係者の

懸命な努力により，応急工事が行われ，5月上旬には通水可能
となり，田植え作業に間に合うことができました。 
 管内では，ほぼ農業用水の供給が可能となったことで，今年

も無事田植えを行うことができ，地震で被害を受けた農家にと

っても復興への第一歩となったと考えています。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

 
 
 

 Ｔｏｐｉｃｓ ～復興に向けた取り組み・被災地支援の取り組みを紹介します～ 

今年もおいしい米づくりができるように！ 

農産物直売所「しろいし産直マルシェ 小十郎の郷」始動 
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南蔵王七ヶ宿線（七ヶ宿町横川,3/13 撮影） 国道 457 号（白石市八宮,3/14 撮影） 

今日のお勧めは･･･ 

 
 
 東日本大震災の被害が甚大な沿岸部の被災者を元気づけよ

うと，大河原合同庁舎を会場に毎月第 1 金曜日に開催中の仙
南地域地場農産物等販売交流会を，本年度は「仙南からの復興

応援市」と銘打ち，現在までに 3回開催しました。 
 4月は，前日深夜に発生した最大余震で開催が危ぶまれたも
のの，出店者の後押しで開催にこぎ着けました。当日は多くの

方にお越しいただき，地域住民の直売に対するニーズと募金を

通した復興支援の思いが交差する場となりました。5月の市で
は，山元町の被災写真の展示も行い，応援メッセージを募りま

した。多くの心温まるメッセージを預かり，当事務所ウェブページでも公開しています。6 月の市で
は，宮城県健康推進課や仙南保健福祉事務所と連携し，震災後の健康維持へ向けて出店者お勧めの食

材の販売を行うとともに，食育に関するパネルの展示やチラシの配布も行いました。 
 また大河原町商工会では，仙南地域の特産品を詰め合わた「絆

きずな

BOX」を出品して，仙南地域の「食」
の発信と被災地復興支援を行ってきました。 
 来場者からお預かりした募金や売上金の一部は，被災された方々の復興支援に当てられるよう義援

金として日本赤十字社または県災害対策本部へ寄付しています。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 3 月 11 日に発生した東日本大震災により，仙南地域の土木施設も大きな被害を受けました。5 月
23日現在の被災状況は下表のとおりです。 
 被害の多くは，道路の舗装にひび割れや沈下，陥没が発生したり，河川堤防に亀裂が入ったりとい

うものでした。中には，県道南蔵王七ヶ宿線（七ヶ宿町横川）のように道路が崩壊したり，国道 457
号（白石市八宮）のように法面

のりめん

の土砂が崩れて道路を完全に封鎖した箇所もありました。できるだけ

早い復旧が実現するよう日々努めていますので，県民の皆さまにはご理解とご協力をお願いします。 
 なお，応急・復旧工事の状況は，事務所ウェブページ（http://www.pref.miyagi.jp/ok-doboku/）で
随時更新しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【土木事務所】 

普段できることで被災地を応援 

大河原土木事務所管内の被災・復旧状況について 

土木施設の被災状況（平成 23 年 5 月 23 日現在） 

 被災箇所数 概算被害額（千円） 
 計 県分 市町分 計 県分 市町分 
道 路 709 169 540 6,462,731 1,998,657 4,464,074
橋 梁 ※調査中 
河 川 37 33 4 206,724 195,000 11,724
地すべり 1 1 700 700
計 747 203 544 6,670,155 2,194,357 4,475,798
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全面通行止め箇所（平成 23 年 6月 1日現在） 

路線名 箇所名 原因 解除見込み 
(主)白石柴田線 白石市内親 落石 Ｈ23．7下旬 
(主)南蔵王七ヶ宿線 七ヶ宿町横川 道路崩壊 年内 
(－)名取村田線 村田町内田 法面崩落 年内 

 
 
 隣接する福島県では，地震と津波により原子力発電所で事故が発生し，広範囲にわたり住民の方々

が避難を余儀なくされています。このため宮城県では，水道水，農林畜水産物について放射性物質の

モニタリング調査を継続して実施してきました。測定結果は，宮城県原子力安全対策室ウェブページ

http://www.pref.miyagi.jp/gentai/Press/PressH230315-3(sokutei).htmlで確認できます。 
 これまでの測定結果は指標値を大幅に下回っているほか，空間放射線量も低いレベルで推移し健康

に影響を与えるレベルには達していません。しかし，牧草から暫定許容値を超える放射性セシウムが

検出されたことから，家畜保健衛生所では，安全・安心な畜産物の生産のため活動を行っています。 
①牧草の放射能測定調査：5月 11日には丸森町で，5月 18日には丸森町と七ヶ宿町で，乳用牛や肥
育牛に対する粗飼料中の放射性物質の目安（放射性セシウムで 300ベクレル／kg）を超えましたが，
その後，6月 1日及び 8日の調査では下回っています。県では今後も継続的に調査し，3回連続し
て数値が下回れば，現在行っている牧草の家畜に対する給与の自粛を解除したいと考えています。 
②説明会の開催：5月 11日の調査で放射性セシウムが検出され，急きょ，市町単位で畜産農家を対象
とした原発事故を踏まえた牧草の取り扱いに関する説明会を 3回開催しました。また 6月 3日には
国の担当者を招き，説明会を開催しました。 
③牧草放射能測定に関する相談窓口の設置：5月 18日より，相談窓口を設置しています。 

【家畜保健衛生所・地方振興事務所畜産振興部】 
 
 
 
 
 
 
 3月 11日に発生した東日本大震災により，大河原土木事務所では，管理している国県道において，
発生直後 19箇所で全面通行止め，24箇所で片側交互通行の通行規制を行いました。その後応急工事
などを実施し順次規制を解除してきており，6月 1日現在では全面通行止め 3箇所，片側交互通行 19
箇所の通行規制箇所数となっています。 
 全面通行止めとしている 3箇所は以下のとおりですが，今後，復旧工事などを進めできるだけ早期
に規制を解除できるように努めています。なお，規制状況の最新情報は大河原土木事務所ホームペー

ジで確認できます。 
 
 
 
 

【土木事務所】 
 
 
 
 東日本大震災が発生した平成 23年 3月 11日以後に申告や納付等の期限が到来する県税について，
県内全域を対象にその期限を延長しています。 
 延長後の期限は，今後，災害復旧の状況を見ながら決定し，後日，県広報や新聞報道等でお知らせ

します。 
 また，特例措置として各種減免がなされますので，お知らせします。 
 詳細は，宮城県ホームページをご覧ください。http//www.pref.miyagi.jp/ 
 又は，宮城県大河原県税事務所へお問合せください。 
  電話：0224-53-3113（法人二税，不動産取得税，自動車税）  FAX：0224-53-1438 
     0224-53-3130（その他の県税） 

 お知らせ 

東日本大震災関連の県税に係るお知らせ 

安全・安心な畜産物の生産のために 

大河原土木事務所管理の国県道の通行規制について 
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【県税事務所】 

 
 
Ⅰ 法人県民税，法人事業税などの申告・納税期限を当分の間延長しています。 
 
Ⅱ 納期限を平成 23年 3月 31日など，3月 11日以後の日付を記載してお送りした不動産取得税などの納期限
を，当分の間延長しています。 

 
Ⅲ 自動車税の納税通知書の発送は，例年 5月に行っていましたが，今年度は，8月以降に延期します。 
  ○納税証明書の有効期限が延長されます。 
   平成 23年 5月 30日まで有効期限の納税証明書は，平成 23年 10月 30日まで使用できます。 
  ○身体障害者等の減免手続きも延期します。 
   前年度に引き続き減免を受ける方の継続申請書についても，8月以降にお送りする予定です。 
 
 
 
Ⅰ 法人事業税・法人県民税 

 １ 減免措置 

   阪神・淡路大震災時には実施しなかった災害減免を，地方税法の改正規定に基づき条例を定め実施します。

 ２ 申告の期限延長における法人事業税の中間申告納付の省略 

   法人事業税の中間申告納付期限と，当該中間申告納付に係る事業年度の確定申告納付期限が同一の日とな

る場合には，中間申告書の提出を不要とします。 
 
  ＜法人税における措置がなされれば自動影響するもの＞ 

   ・被災代替資産等の特別償却 
   ・特定の資産の買換えの場合の課税の特例 
   ・買換え特例に係る買換資産の取得期間等の延長 
 
Ⅱ 個人事業税 

 １ 事業用資産の損害による減免 

   事業用資産に損害を受けたときは，損害の程度により県独自の措置を講じ減免します。 
 ２ 被災事業用資産の損失の特例 

   平成 22 年分所得の計算上，被災事業用資産の損失の必要経費への算入を可能とします。（所得税と同様
の措置） 

 ３ 被災事業用資産の損失による繰越の特例 

   被災事業用資産の損失による純損失について，繰越可能期間を 5 年とします（現行 3 年）。（所得税と同
様の措置） 

 
Ⅲ 不動産取得税 

 １ 被災家屋の減免 

   取得した家屋が当該取得した日から 1 年以内に災害により滅失又は損壊した場合には，被災した床面積
相当分を減免します。 

 ２ 被災代替家屋の取得に係る特例 

   被災家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋（被災代替家屋）を平成 33年 3月 31日までの間に取
得した場合には，被災家屋の床面積相当分を減免します。 

 ３ 被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例 

   被災代替家屋の敷地の用に供する土地で，被災家屋の敷地の用に供されていた（従前の土地）に代わるも

のを平成 33年 3月 31日までの間に取得した場合には，従前の土地の面積相当分を減免します。 
 
Ⅳ 自動車取得税・自動車税 

 １ 被災自動車に係る自動車税の課税停止 

   今回の震災で使用不能又は行方不明となった自動車については，申請により平成 23年度自動車税の課税
を停止します。 

  （軽自動車は市町村税です。当該市町村にお問合せ願います。） 
 ２ 被災自動車の代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税 

   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 
 

具体的な取扱い 

特 例 措 置 
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蔵王のナシでおもてなし 

【災害時に起きやすい栄養不足】 

期 間 震災発生～3日以内 4日～1カ月 1カ月以降 
（エネルギー不足） （たんぱく質不足・ビタミン不足） 

症 状 体重減少 低栄養，床ずれ等，ビタミン欠乏 慢性疾患の悪化等 
 
【備蓄食品のポイント】～備蓄食品も主食，主菜，副菜をそろえよう～ 

  日常の健康づくりと同様，備蓄食品もできるだけ，主食，主菜，副菜をそろえ，栄養バランスを意識して準備。 

 ◇主食（主にエネルギー源）：米（無洗米が便利）・真空ごはん・もち，缶詰パン等 

 ◇主菜（主にたんぱく質源）：魚・肉缶詰，大豆水煮缶，レトルトカレー等，牛乳（常温保存可能なロングライフ） 

 ◇副菜（主にビタミン源）：乾燥野菜・スープ，のり，根菜類（たまねぎ，いも等），ドライフルーツ，果物缶 

  このほか，水，菓子類も加える。しかし，通常の食事が可能になったら，菓子類，ジュース類，インスタント食品

は控える。栄養不足の後の急激な体重増加もまた，災害時の気をつけたいポイントのひとつ。 

 
 
 このたびの東日本大震災では，長期にわたりライフラインが復旧せず，通常の食事に戻せない状況

が続きました。また物資不足も長期化したことから栄養不足となり，さらに高齢者などでは短期間で

体重減少，床ずれなども生じ，動くことが難しくなった方も少なくありません。普段当たり前に感じ

ている健康も，当たり前の生活ができなくなった時，あっという間に崩れてしまうことをあらためて

実感されたことと思います。 
 災害時は通常よりも身体への負担が大きくなり，その上栄養不足が長期化すると体力・免疫力・気

力が落ちてしまい，感染症などの病気にもかかりやすくなります。災害復旧・復興も健康な身体があ

ってこそ！ 健康を維持していくために，備蓄する食品をもう一度点検してはいかがでしょうか？ 

【仙南保健福祉事務所】 
 
 
 
 大河原地方振興事務所農業振興部及び大河原農業改良普及センターでは，地震により被災した農業

者の経営ならびに生活の速やかな再建を図るための支援を行うため，平成 23 年 4 月より「東日本大
震災営農生活相談所」を開設しています。 
 主な相談の内容は，①営農生活資金（天災資金，農業災害対策資金の融資），②農業機械・施設の

整備，③農作物の作付計画，④津波被害地域から，管内への移転による営農継続関係，⑤津波被害地

域の代替農地確保関係などです。 
 相談窓口は，大河原地方振興事務所農業振興部（TEL：0224-53-3519），大河原農業改良普及セン
ター（TEL：0224-53-3516）， 受付時間 午前 8時 30分～午後 5時です。 
 なお，仙南地域の各市町，農業委員会，土地改良区，ＪＡみやぎ仙南，ＮＯＳＡＩ県南でも相談を

受け付けています。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 
 宮城県では，内陸部を中心に元気な地域の観光復興ＰＲを始めています。平成 25年 4～6月には待
望の「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」の開催が決まり，今後ますます観光復

興の機運が高まりそうです。 
「ありがとう」そして「ようこそ仙南へ」 

 ところで，震災以降続く全国からの支援に感謝している方が

たくさんいると思います。その「ありがとう」の気持ちを込め

て，仙南へのお客様をもてなしてみませんか？ たった一言「こ
んにちは」「ようこそ」と声をかけるだけで，お客様も安心し，

自然と笑顔がこぼれるはずです。観光バスを見かけたら手を振

る，別れ際に「また来てね」と言ってみるだけでいいんです。

あなたの一言で，「また来るよ」と言ってもらえるように。 
【地方振興事務所地方振興部】 

感謝と笑顔のおもてなし 皆さんもご一緒に！ 

災害時における食事のポイント ～健康の維持のために～ 

「東日本大震災営農生活相談所」開設 
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※ 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，お出かけ前にご確認

ください。 
 

 
 
 
 
 
 
御釜(おかま) 
 
 御釜は，その名のとおり釜状の形をした周囲約 1 ㌔㍍の火
口湖です。火山活動は約百万年前から始まったとも言われて
いますが，記録にあるだけでも過去 26回の噴火を繰り返して
きました。 
 湖面の水はエメラルドグリーンに輝き，その色調は季節に
よって変わるため，「五色沼」とも呼ばれています。水質は強
い酸性のため生物は生息していません。また一定の水深を過
ぎると，深度を増すほど水温が高くなっていくという，世界
にもたぐいまれな湖です。 
 御釜は，霧に包まれていることが多く，4回足を運んで 1回
見られればよいと言うバスガイドさんもいます。1度で見られ
なくても，あきらめず何度でも挑戦してみてはいかがでしょ
うか？ 

 
 

 

 

 

 

 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
7～26日 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町 6日 金津七夕祭り 角田市

10～12日 そら豆まつり 村田町 6日 齋理幻夜 丸森町

六 11日 東日本チャリティーコンサート 白石市 八 上旬（土曜日） 大河原夜市 大河原町

11～26日 かくだよいとこ発見チケット 角田市 11～12日 白石夏まつり 白石市

11日～9月25日 まるもりから“元気発信”キャンペーン 丸森町 14～15日 遠刈田温泉仮装盆踊り大会 蔵王町

17～19日 手づくり甲冑展 白石市 月 17日（予定） 宗高公まつり・花火大会 村田町

月 19日 うめ～梅まつりinかくだ 角田市 20日 七ヶ宿火まつり 七ヶ宿町

19日～7月10日 おいしい角田 スタートキャンペーン 角田市 20～21日 とうもろこし味来（みらい）まつり 村田町

25日 高蔵寺ホタル鑑賞の夕べ 角田市 　 中旬 夏の検断屋敷まつり 白石市

26日 親子宇宙教室 角田市 中旬 かくだふるさと夏まつり 角田市

26日 復興梅まつり 大河原町 中旬 スペースキャンプinかくだ 角田市

28日～7月10日 齋理屋敷特別企画展「二人展」 丸森町 中旬（土曜日） おおがわら夏まつり 大河原町

9日 かくだ！ほろ酔い祭り 角田市 21日 第26回わらじで歩こう七ヶ宿 七ヶ宿町

9日 丸森物産いちば八雄館（はちゆうかん）オープン 丸森町 下旬 バンドフェスタ in  しばた 柴田町

七 10日 田んぼアートでＧＯコンだ！（観賞会） 角田市 10・11・18・19日 梨まつり 蔵王町

上旬 齋理屋敷特別企画展「盆栽展」 丸森町 上旬～11月上旬 石羽古碑かかし街道 丸森町

24日 阿武隈川いかだ下り大会 丸森町，角田市 九 中旬 JAXA　施設一般公開 角田市

月 30日 親子宇宙教室 角田市 中旬 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町

下旬 蔵王連峰夏山登山 中旬～下旬 ひまわりまつり(舘矢間，大内佐野ひまわり畑) 丸森町

月 中旬～10月中旬 みちのく公園・コスモスまつり 川崎町

下旬 ザ・フェスティバル in しばた 柴田町 中旬～11月末 阿武隈ライン舟下り「いも煮舟」 丸森町

下旬 かわさき夏まつり（花火大会） 川崎町 18日 みやぎ蔵王高原マラソン大会 白石市

24～25日 村田新米まつり 村田町

白石市,蔵王町,
七ヶ宿町,川崎町

歳時記（６月～９月） 

 
 
 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 夏のお勧めスポット 
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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 ９ 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。 

 
 
 

 日帰りおすすめドライブプラン 


