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食感も良い「すずほのか小粒納豆」 

栽培もしやすい「すずほのか」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 角田市は納豆用小粒大豆の主産地で，作付面積(平成 22年産
135㌶)は県内で栽培される納豆用小粒大豆の約 4分の 3を占
めています。栽培はＪＡみやぎ仙南小粒大豆生産部会(部会員
37名)が行っており，収穫された大豆はすべて株式会社加工連
の角田納豆センターで加工され，みやぎ生協で販売されていま

す。このような産地と消費者団体が結びついた取り組みは，今

年度で 36年になります。 
 平成 21 年産までの栽培品種は「コスズ」でしたが，「コス
ズ」は病気に弱く倒れやすいという欠点があり，収量や品質の

確保が困難な年もありました。このような状況を改善するため

に，小粒大豆生産部会と(株)加工連，みやぎ生協では，平成 20年に県奨励品種に採用された「すずほ
のか」の試験栽培と納豆試作に取り組んできました。その結果，「すずほのか」は病気に強く倒れに

くいうえ，納豆に加工した際も色や食感が良好であることから，平成 22 年産より全面積を「すずほ
のか」に切り替えることにしました。 
 昨年は猛暑や少雨など大変な気象でしたが，「すずほのか」

の生育は順調で，前年の試験栽培の収量を 30％以上上回る収
穫がありました。10 月に収穫された「すずほのか」は納豆に
加工され，12 月からみやぎ生協で「すずほのか小粒納豆」と
して販売が始まっています。味が良いのはもちろんのこと，黒

を基調としたパッケージも大変好評です。皆さんもぜひご賞味

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】 
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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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角田市産「すずほのか」で作った納豆が販売開始！ 
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関係者立会いによる締結式 

情報連絡会議の状況 

 
 
 昨年 11月に島根県松江市で開催された米・食味分析鑑定コンクール
国際大会で，七ヶ宿源流米ネットワーク代表の梅津賢一さん(七ヶ宿町)
の生産したお米が環境王国認定産地部門で金賞を受賞しました。 
 この大会は国内最大のお米のコンクールで，食味計，味度

み ど

計の測定

値による 2段階の審査の後，米食味鑑定士ら 30名による三次審査を経
て，入賞者が決定されます。七ヶ宿源流米ネットワークは，今回の第

12回大会で 3年連続入賞という栄誉を記録しました。 
 なお，このネットワークの生産する「七ヶ宿源流米 やまのしずく」
は，昨年 11月 30日から販売されている駅弁「みやぎ蔵王弁当」でも
使われ，多くの皆さんから好評を得ています。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 
 
 
 2月 1日，仙台コカ・コーラボトリング株式会社と蔵王町沢
内共有との土地使用契約締結式が行われました。同社は白石市

で 5年間植樹活動を行ってきましたが，今春から植樹活動の場
所を蔵王町に移します。 
 同社の飲料は，蔵王の水を原料に，仙台コカ・コーラプロダ

クツ株式会社の蔵王工場で作られています。活動場所が工場を

眼下に望む場所に移ることから，活動の盛り上がりが期待され

ます。当事務所は，同社の希望をくみ，蔵王町・白石蔵王森林

組合と協働で，候補地の選定作業に当たってきました。 
 平成 23年春には仙南地域で，NECトーキン株式会社やみやぎ森林

も り

づくり支援センターの植樹祭も

計画されており，国際森林年に合わせるように森づくりに向けた機運が高まっています。 
【地方振興事務所林業振興部】 

 
 

 
 2月 2日，家畜保健衛生所主催で，高病原性鳥インフルエン
ザ情報連絡会議を大河原合同庁舎を会場に開催しました。 
 昨年 11 月 29 日，島根県安来市内の養鶏場で発生したのを
皮切りに全国各地で高病原性鳥インフルエンザが続発してい

ることから，発生状況の周知及び防疫体制の徹底を図るため

開催したもので，各市町，農協，酪農協などの職員約 30名が
参加しました。 
 家畜保健衛生所からは，家きんにおける発生状況，発生時

対応フロー，飼養衛生管理の徹底について，地方振興事務所林業振興部からは，野鳥における発生状

況について説明。県が進めてきた家きん飼養農場の一斉点検に加え，小規模家きん飼養農場への周

知・徹底や調査について，市町，関係機関に協力を求めました。各市町からは，農場に対する注意喚

起や消石灰(消毒薬)配布の実施状況について報告があり，情報交換が行われました。 
 仙南地域では，昨年 12月 2日，県建設業協会仙南支部と地方振興事務所，家畜保健衛生所の間で，
口蹄疫，高病原性鳥インフルエンザの発生に備えた「家畜伝染病の発生時等における県大河原地方振

興事務所管内の緊急対策業務への協力に関する協定書」に調印しており，処分した家畜の埋却作業な

どに建設業関係者の協力を得られることになりました。 
【家畜保健衛生所・地方振興事務所畜産振興部】 

七ヶ宿源流米が食味コンクールで３年連続全国入賞！ 

森に学ぼう「うるおいの森づくり」が新たなスタート 

鳥インフルエンザ対策の徹底を！ 
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熱心に聞き入る参加者 

自立した地域活動に向けて 

自慢の団子・餅・おふかし 

 
 
 農産加工に意欲を燃やす村田町内の女性 7人が集い，宮城県
を代表するお米の「ひとめぼれ」を活用した団子や「みやこが

ねもち」のお餅
もち

，おふかし(おこわ)などを加工するグループ「む
らた杵

きね

つき家
や

」(代表：的場陽子さん)が結成されました。 
 販売開始に先立って，「むらた杵つき家オープン記念式典」

が開催され，自慢のお餅やおふかしのほか，団子汁などが振る

舞われました。参加者からは「団子が軟らかくて，おいしい」

「杵つきならではのお餅の歯ごたえがとてもいい」などと大好

評でした。 
 水曜日から日曜日(月・火は休み)に「むらた杵つき家」「道の駅村田」で販売しています(団子 210
円，餅 150 円，おふかし 250 円)。村田町の新たな特産品として注目を浴びているお母さん手づくり
の団子，お餅，おふかしをぜひ，食べに来てください。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 
 

 
 仙南地域では，2 市 4 町の 38 組織が「農地・水・環境保全
向上対策」に取り組み，農地をはじめとした地域の自然や農業

生産に必要な農業用水路など，農村環境を地域で保全するため

の活動を行っています。 
 この活動は平成 19 年度から行われており，農家と非農家が
一緒に地域の用水路の保全管理を行っているほか，休耕田を活

用したソバ栽培，ホタルの里づくりなど，新たな地域活性化に

向けた活動も活発に行われるようになっています。 
 地方振興事務所では，自立した地域活動の確立に向けた体制づくりを推進するため，2月 4日，農
地・水・環境保全向上対策支援研修会を開催し，108名の参加がありました。 
 各組織は，平成 23 年度までに体制整備構想を策定する予定であり，地方振興事務所では今後も，
市町と連携しながら地域活動を支援することとしています。 

【地方振興事務所農業農村整備部】 
 
 
 
 2月 2日，大河原町内で，仙南地域畜産振興協議会(会長：風間白石市長，事務局：家畜保健衛生所)
主催で仙南地域畜産講演会を開催しました。平成 29年の宮城県開催が決定した第 11回全国和牛能力
共進会(宮城全共)に向け，「夢をかたちに！ 宮城全共への上位入賞を目指して」をテーマに行ったも
ので，管内肉用牛生産者，関係者など約 140 名が出席しまし
た。 
 始めに「第 11回全共宮城県大会に向けたこだわりと地域性
について」と題し，全国和牛登録協会の吉村専務理事に講演い

ただき，続いて家畜保健衛生所指導班から全国和牛能力共進会

出品牛の産子
さ ん し

調査について，丸森町の生産者荒氏から全共に出

品した経験を活かした取り組みについて，それぞれ事例発表が

ありました。優良繁殖雌牛を増やすことの重要性を数値で裏付

ける内容などに参加者は熱心に聞き入り，盛会のうちに終了しました。 
【家畜保健衛生所・地方振興事務所畜産振興部】 

宮城全共への上位入賞を目指して 

村田町に新たな特産品が誕生！ 

地域で農村環境を保全するために 
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基盤整備後の水田 

ＮＮスノーバスターズ出動 

 
 
 川崎東部地区は県の南西部，川崎町の南東部に位置し，県道

14号線と県道 47号線に囲まれた水田地帯です。本地区は，戦
後の開拓によって開墾された不成形，小区画な水田が多く，水

路も用排水兼用の土水路で，生産性の劣る地区でした。 
 このような状況を改善するため，平成 17 年度から，水田区
画の拡大，用排水路の分離，農道の整備，暗渠

あんきょ

排水の設置など

の基盤整備(受益面積 26.4㌶)が行われ，平成 22年度に完了予
定となりました。 
 区画整理が行われたことで，大型機械による作業が可能となります。また暗渠排水施設の整備によ

り転作作物の選択肢が増えることで，効率的な営農が展開され，農業経営の安定化が図られるととも

に，引いては県内食料自給率の上昇に繋がることが期待されます。今後は，事業を契機に設立が進め

られている農業者のグループが中心となり，地域で集落営農に取り組む方針です。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

 
 
 
 七ヶ宿町は，福島県と山形県に接する県境の町です。過疎化

(人口 1,669人：2月 1日現在)と高齢化(高齢化率 43.8％：平成
22年 3月末現在)が進んでいる地域ですが，県内 183万人の水
がめの役割を担う七ヶ宿ダムがある水源の町です。 
 今年，町では 5年ぶりの大雪に見舞われ，1月 21日，豪雪
対策本部が設置されました。 
 地方振興事務所農業農村整備部では有志を募り，大河原合同

庁舎，宮城県庁などに勤務する県職員を含むボランティア約

30 名によるＮＮスノーバスターズを結成しました。2 月 6 日
と 12 日，現地で除雪作業を行い，住民から「大変助かりました」との声をいただく一方，この雪こ
そ県民の生活(飲料水，農業用水)を支えていることを実感しました。この地域で頑張っている皆さん
をこれからも応援できたらと思います。 
※NNは，農業農村(Nougyou Nouson)整備部の頭文字です。 

【地方振興事務所農業農村整備部】 
 
 
 
 「富県宮城の実現」に向けた機運醸成を図るため，本県産業の発展や地域経済の活性化に対する貢

献が顕著な企業，個人，団体の方々を表彰する「富県宮城グランプリ」において，今年度，団体部門

で「奥州白石温麺
うーめん

協同組合」(理事長：吉見光宣氏)が受賞しました。 
 これは，宮城の代表的な郷土料理の一つである「白石温麺」を，あらためて観光資源として誘客促

進に役立てるために積極的にイベントを実施するとともに，新商品開発により若者への浸透を図るな

どの活動が高く評価されたものです。 
 今後は，受賞された皆さまの活動を県庁ロビーや各合同庁舎においてパネル展示により広く紹介す

る予定です。 
 今回の受賞によって，「白石温麺」がより多くの人に知られ，産業や観光の振興が一層促進される

ことが期待されます。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 

水田の基盤整備で効率的な営農 

七ヶ宿町の人々を大雪から救え！ 

奥州白石温麺協同組合が「富県宮城グランプリ」を受賞 
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スマイルサポーターの緑化活動 

地域懇談会で意見交換 

仙南の歴史や逸話がいっぱい 

 
 
 「富県宮城の実現」に向け，より一層の情

報共有や連携強化を推進するため，昨年 8
月に引き続き，2月9日に大河原合同庁舎で，
地域の行政分野や商工業・農林業など各団体

の委員 16人と県及び地域の市町などの関係
職員，約 50名が出席して 2回目の「富県宮
城推進仙南地域懇談会」を開催しました。 
 始めに，県担当者から「富県宮城の実現」に向けた取り組みなどを説明した後，意見交換が行われ

ました。委員からは，「地元の良さを再認識して，もっと情報発信すべき」「一歩前に踏み出す時期。

地域に共通するのは『観光』」「環境，観光，健康がキーワード。テーマを絞ってみんなで取り組むこ

とが必要」など，具体的な意見や提案が多く出されました。特に，仙南地域が一体となって取り組む

ことが重要との意見が複数ありました。来年度も引き続き開催する予定ですが，今後に向け大変有意

義な懇談会になりました。 
 また終了後は懇談会で話題にも上った「みやぎ蔵王弁当」を，企画に携わった地元温泉旅館の女将

お か み

さんの話を聞きがら，おいしくいただきました。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 仙南地域のシンボル・蔵王を背景にした 36カ所のビュースポット「みやぎ蔵王三十六景」。この絶
景スポットにまつわる歴史や逸話などをまとめた小冊子「旅のしおり～地元に伝わる教えたい話～」

が完成しました。 
  それぞれのスポットにちなんだ，地元ならではの物語がギッ
シリ。ほかにも，仙南地域の地図や宮城大学の生徒が提案する

おすすめドライブプランも掲載しています。「しおり」の中に，

ゆっくりと訪れてみたいあなただけの場所が必ず見つかるは

ずです。「しおり」は仙南地域の観光案内所や道の駅などで配

布します。詳しくは下記までお問い合わせください。 
問合：振興第二班 0224-53-3182 

【地方振興事務所地方振興部】 
 
 
 
 
 
 
 土木事務所では，県管理の道路や河川の清掃・緑化活動など

を行っているボランティア団体を県が認定し，市町と一緒に支

援を行う「スマイルサポータープログラム」を実施しています。

これは，平成 13 年 12 月から始めた道路・河川の美化活動な
どのボランティア活動を支援する仕組みで，県が管理する道路

(ロード)と河川(リバー)それぞれで募集しております。 
 現在，仙南地域ではロードで 54の団体・個人，リバーで 15
の団体・個人が活動しています。県では，活動中に起こる事故

に備えて障害保険に加入するなどの支援も行っております。 
 ぜひ皆さんも「住民参加のまちづくり」に参加してみませんか。 

【土木事務所】 

 お知らせ 

スマイルサポーターになりませんか 

第２回富県宮城推進仙南地域懇談会を開催 

「旅のしおり」を片手に 仙南旅行へ 
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昨年のキャンペーンの様子 

 
 
 4月 6日～8日，ＪＲ仙台駅ステンドグラス前(2階コンコー
ス内)で，春の仙南地域の魅力をお伝えする「みやぎ蔵王三十六
景＆仙台・宮城【伊達な旅】県南エリアキャンペーン in 仙台
駅」を開催します。 
 みやぎ蔵王三十六景写真展では，春から夏にかけての絶景ビ

ュースポットや仙南地域の暮らし・風景など，写真コンテスト

の受賞作品を中心に展示します。 
 ほかにも，初日は蔵王町遠刈田温泉の女将

お か み

によるスイセンの

花のプレゼントなど，市町ごとに趣向を凝らしたイベントで地域をＰＲしますので，ぜひお立ち寄り

ください。 
 市町イベント【予定】 

 9～11 時 11～13 時 13～15時 15～17時 

4 月 6 日(水)  蔵王町 大河原町 

  7 日(木) 村田町 白石市 七ヶ宿町  

  8 日(金) 川崎町 角田市 丸森町  
 

【地方振興事務所地方振興部】 
 
 
 

 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
 3日 桃の花キャンペーン 蔵王町 1日 阿武隈急行　菜の花ウォーク 角田市

三  6日 七ヶ宿ジャイアントスラローム大会 七ヶ宿町 1日 菜の花まつりスペシャルイベント 角田市

13日 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 五 2～3日 白石市民春まつり 白石市

13日 小斎鹿島神社奉射祭（やぶさめ） 丸森町 3～4日 全日本こけしコンクール・白石市地場産品まつり 白石市

月 26～27日 むらた町家の雛めぐり 村田町 5日 宇宙っ子まつり 角田市

26～27日 小京都むらた写真展 村田町 月 上旬 春の検断屋敷まつり 白石市

3～29日 白石城桜まつり 白石市 上旬 春の幸まつり 七ヶ宿町

6日 水芭蕉の森・どうだんの森開園式 白石市 上旬 あぶくまの里　たけのこ狩り 丸森町

四 8日 水芭蕉群生地オープン式 七ヶ宿町 14～15日 丸森いち 丸森町

8～20日 おおがわら桜まつり 大河原町 15日 田んぼアートでＧＯコンだ！（田植え） 角田市

9日～5月5日 みちのく公園・花のフェスティバル 川崎町 15日 バンドフェスティバルin台山 角田市

月 上旬 久須志神社祭礼 柴田町 15日 蔵の町むらた春まつり 村田町

上旬～中旬 しばた桜まつり 柴田町 16日～6月5日 シロヤシオツツジ散策観賞 蔵王町

16日 一目千本桜マラソン 柴田町 22日 日本の蔵王ヒルクライム・エコ２０１１ 蔵王町

16～17日 蔵の工芸市 村田町 28～29日 南蔵王夏山開き 白石市,七ヶ宿町

中旬 JAXA　施設一般公開 角田市 29日～11月27日 遠刈田温泉朝市（毎週日曜日） 蔵王町

中旬 神明社春の祭典 川崎町 下旬 北蔵王縦走夏山開き 川崎町

中旬 阿武隈ライン舟下り安全運航祈願祭 丸森町 4日 観世流公演（碧水園）　　　　 白石市

中旬～5月下旬 齋理屋敷初夏の企画展「端午の節句」 丸森町 4～5日 大道芸ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ とおがった 蔵王町

21日～5月15日 えぼしすいせんまつり 蔵王町 六 5日 支倉常長まつり 川崎町

22日 蔵王連峰夏山開き・エコーライン開通式 蔵王町 上旬 伝統芸能フェスティバル 白石市

23日～6月5日 お～い！丸森スタンプラリー 丸森町 上旬 齋理屋敷特別企画展「盆栽展」 丸森町

29日 松沢山光明院火まつり 丸森町 月 11～12日 そら豆まつり 村田町

29～30日 アラバキロックフェスタ 川崎町 中旬 うめ～梅まつり 角田市

29日～5月5日 菜の花まつり 角田市 中旬 宇宙教育指導者セミナーinかくだ 角田市

29日～5月5日 5月飾りと甲冑展 角田市 中旬 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町

29日～11月27日 ございん市（毎週土・日・祝日） 蔵王町 26日 おおがわら梅まつり 大河原町

下旬 天神社春季例大祭 角田市 下旬 高蔵寺ホタルまつり 角田市

下旬～5月上旬 スパッシュランドパークのシバザクラが見ごろ 白石市 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。

歳時記（３月～６月） 

仙南の春 お届けします 



SENNAN THE KING 

- 7 - 

 
 
 
柏木山放牧場【七ヶ宿町】 
 
 春から秋にかけて牛の放牧地となる柏木山放牧場。牧歌的
な牧草地から眺める不忘山は，晴れ晴れとした気分にさせて
くれます。 
 ドライブの途中に立ち寄ってみてはいかがでしょうか？ 
 
案内：長老湖から県道南蔵王七ヶ宿線を約 1 ㌔㍍南下した地
点にある道案内に従い，町道を東に折れ，約 2㌔㍍南下 

 
 
 
 
 
 (撮影 ボランティアカメラマン 加藤 朗氏) 

一目千本桜・韮神堰【大河原町】 
 
 桜の名所として名高い白石川堤沿いの一目千本桜。残雪の
蔵王をバックに楽しめる絶景スポットです。春の桜まつりに
は遠く県外からも多くの観光客が訪れます。 
 今年も会場では，地域食材を使ったお花見弁当が販売され
ます。満開の桜の下でいただくお弁当は格別の味わいです。 
 
案内：ＪＲ大河原駅前の尾形橋より白石川下流へ約 1.2㌔㍍ 
 
 
 
 
 (撮影 ボランティアカメラマン 本木拓也氏) 

みちのく杜の湖畔公園【川崎町】 
 
 四季折々の美しい花が訪れる人々を出迎えてくれる，みち
のく杜の湖畔公園。季節ごとに咲く 10万株の花と花壇越しに
見える蔵王の山々は心に残る風景です。 
 春には，チューリップやポピーなどが咲き誇り，花に合わ
せたイベントが開催されますので，家族で思いっきり楽しむ
ことができます。 
 
案内：国道 286号沿い 

(フォトコンテスト入賞 撮影者 鈴木 実氏)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みやぎ蔵王三十六景 春のお勧めスポット 

 

 
 
 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 
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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 ６ 月 の 発 行 予 定 で す 

地区名 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
仙南圏域 5,628千人 6,078千人 5,891千人 5,788千人 5,884千人
蔵王 3,807千人 4,001千人 4,019千人 3,832千人 3,934千人

阿武隈渓谷 360千人 455千人 495千人 547千人 566千人

その他の地域 1,460千人 1,622千人 1,377千人 1,409千人 1,385千人

県計 54,408千人 55,758千人 57,877千人 56,789千人 61,249千人

エリア名 平成21年 平成22年 増減数 同期比
県南 342千人 400千人 58千人 117%
仙台・松島 5,887千人 5,829千人 △ 58千人 99%
三陸 824千人 810千人 △ 14千人 98%
県北 1,465千人 1,596千人 131千人 109%

県計 8,518千人 8,635千人 117千人 101%

 
 
 
 第１表 仙南圏域の観光客入込数 資料：宮城県観光統計概要(平成 21年) 

 
 
 
 

 注) 蔵王地区(白石市，蔵王町，七ヶ宿町，川崎町)，阿武隈渓谷地区(丸森町) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  第１図 仙南圏域の地区別観光客入込数 
     資料：宮城県観光統計概要(平成 21年)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 第２図 仙南圏域の月別観光客入込数 資料：宮城県観光統計概要(平成 21年) 
 
 第２表 仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン観光客入込数 

 
 
 
 

 資料：宮城県観光課調べ 
 
 
                       第３図 仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン観光客入込数 

                            資料：宮城県観光課調べ 
 
 
 

 データで見る仙南地域 

 仙南圏域では，年間の観光客入込数はほ
ぼ横ばいですが，阿武隈渓谷地区では毎年
入込客数が増えています。 

 仙南圏域は，桜並木，蔵王山麓や阿武隈
渓谷などの自然環境に恵まれ，特に 4月，
5月，10月の観光客入込数が多いのが特徴
です。 

 10月～12月に開催している「仙台・宮
城【伊達な旅】キャンペーン」では，地
域一体となったおもてなしにより，前年
比 117％と入込数が伸びました。 


