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地域自慢の食材がいっぱい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「ご当地弁当」「女将

お か み

弁当」など，地場産の食材や旬の味を

詰め込んだ弁当が，近年各地で誕生し，人気を博しています。

地域ごとに工夫が施され，どれにしようか迷うほどです。そ

のような中，仙南地域の食材と観光スポットを紹介する「駅

弁」がついに誕生！ その名も「みやぎ蔵王弁当」です。 
 「みやぎ蔵王弁当」は，10 月から開催中の仙台・宮城【伊
達な旅】キャンペーンに合わせて企画された地域発信型の駅

弁です。地元温泉旅館の女将，農業生産者，シェフなど地域

の皆さんが，地域のお勧め食材と作り手の笑顔を伝えようと

取り組みました。 
 一番こだわったのが「米」。仙南地域を象徴する蔵王山麓

さんろく

の澄んだ沢水で

丹精して育てた七ヶ宿源流米「やまのしずく」を使用しました。女将が生

産者を訪ね，実際に稲刈りを体験して決めたお米です。お米のおいしさが

伝わるように工夫したおかずにも，仙南のシンボル「蔵王」のふもとでは

ぐくまれた自慢の食材をふんだんに使用しています。蔵王チーズのホエイ

(乳清
にゅうせい

)とリンゴ果汁を使ったゼリーなど，「みやぎ蔵王弁当」オリジナルメ
ニューも楽しめます。 
 11月 29日には，販売に先駆けて試食会を開催しました。出席した村井知事の「お米がとってもお
いしい」「白石温麺

うーめん

を弁当に入れたアイディアがおもしろい」といった感想に，終始笑顔の絶えない

試食会となりました。 
 価格は一個 1,000 円(税込)。ＪＲ仙台駅売店と白石蔵王駅
で販売中です(白石蔵王駅の場合は 2 日前まで予約が必要)。
自慢の味を，ぜひご賞味ください。 
予約先：(株)日本レストランエンタプライズ仙台支社 022－257－2981 

【地方振興事務所地方振興部】 
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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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地域自慢の食材で作った「みやぎ蔵王弁当」が販売中です！ 
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初めて見るポンプの前で記念撮影 

オーガ(大河原町)での展示会 

 
 
最優秀賞 佐藤匠瑠 (蔵王町立永野小)，我妻歩実 (蔵王町立遠刈田小)    (敬称略) 
優 秀 賞 村上秀斗 (大河原町立大河原小)，佐藤花耶 (蔵王町立永野小)  
 

受賞おめでとうございます 

ｽｲｰﾄｺｰﾝを使ったｺｰﾝｽｰﾌﾟの調理実習 

 
 

 川崎町立前川小学校の 3・4年生 12名が，6月～10月の間，
全 4回の農作業体験を行いました。 
 「地産地消」をテーマに子どもたちが，生産者(野菜を作る側)
と消費者(食べる側)の両方の立場を体験するため，枝豆の種ま
きやスイートコーンの定植から収穫までの作業を行い，さらに

収穫したものを自分たちで料理して食べました。 
 子どもたちは，農作業体験を終始楽しんでおり，農業に直接

触れること，地産地消を考えることができた貴重な経験として，

記憶に残る体験になったと思われます。 
 前川地区では平成 24 年度から中山間地域総合整備事業に着手する予定です。今回の農作業体験を
通じて生産者(地域住民)との交流が図られたことで，子どもたちが大人になった 10 年・20 年先を見
据えた担い手育成や地域の活性化に繋がっていくものと期待しています。 

【地方振興事務所農業農村整備部】 
 
 
 

 9月 24日，柴田町立柴田小学校の 4・5年生 17名を対象と
した「仙南地域の農業農村めぐり」が行われました。 
 近年，都市化の進展や食文化の変化により，子どもたちが「食」

の基本となる「水」「農」に接する機会が少なくなっているこ

とから，槻木地区の大区画水田や四日市場排水機場，韮神
にらがみ

堰
ぜき

の

見学などを通じて，「水」「農」「食」のかかわりを学んでもら

おうと，水土里
み ど り

ネットせんなんなどが主催したものです。 
 農業農村めぐりに参加したことで，子どもたちは農業や地域

の農業用水に関する興味が深まったようで，実際に「見て」「聞

いて」「体験」したことは，子どもたちにとって印象深く，楽しく勉強できた 1 日となったことでし
ょう。 

【地方振興事務所農業農村整備部】 
 
 
 

 第 4回みやぎ児童・生徒「木工工作」コンクールにおいて，
仙南地域から 4点が入賞しました。このコンクールは，「みや
ぎの木づかい運動」の一環として行われたもので，最優秀賞 2
点は全国コンクールに出品され，来年 3月上旬に審査会が行わ
れます。 
 今年は，流木や枝などの「捨てられる部分」がうまく使われ

ていました。応募された皆さんが，将来，木の上手な使い手と

して活躍されることを期待しています。入賞者は次の子どもた

ちです。 
 
 
 
 

【地方振興事務所林業振興部】 

小学生が地域に繋がる「水のみち」を巡りました 

農作業体験で地産地消を学ぶ 

みやぎの木づかい・木工工作コンクール 入賞おめでとう 
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机上演習の状況 

英語でコミュニケーションを取る児童 

 
 
 口蹄疫

こうていえき

及び高病原性鳥インフルエンザに関する机上演習が，

農林水産省主催でそれぞれ 9月 24日，11月 29日に開催され
ました。この演習は，当日，農林水産省が都道府県ごとに指定

した 1戸の農場で伝染病が発生したと想定し，埋却地の選定や
周辺農場における家畜の移動制限などの防疫措置について，全

国一斉に実施されたものです。 
 今回の演習で農林水産省から指定された農場はありません

でしたが，大河原家畜保健衛生所でも独自に，管内の発生農場

を想定し，職員全員が参加して机上演習を実施し，初動体制や

防疫措置を再確認することができました。 
【家畜保健衛生所・地方振興事務所畜産振興部】 

 
 
 
 新学習指導要領に沿って，来年度から小学校外国語活動が本

格的に始まります。川崎町立川崎第二小学校では，文部科学省

や川崎町教育委員会の指定を受け，この 2年間，教材や指導体
制などの研究を行ってきました。 
 10 月 8 日には公開研究会が開かれ，県内各地の教員など約
190名の参加の下，授業公開と「英語ノート」の活用などにつ
いての発表が行われました。当日は，5・6 年生の児童が，慣
れ親しんだ英語を使って，ＡＬＴ(外国語指導助手)や友達と元
気いっぱいにコミュニケーション活動を行いました。 
 熊谷路子校長先生は，あいさつの中で「研究スタート時は，英語が堪能な教師ばかりではなく戸惑

いで顔が引きつったりもしました。しかし『笑顔で英語』を合い言葉に全校体制で授業実践を重ねて

きました。この実践研究は本校の教職員にとって大きな財産になると思います。」と話していました。 
【教育事務所】 

 
 
 
 宮城県内の優秀な花きの生産者が，花きの形や色，全体のバランスなどでその栽培技術の優劣を競

う宮城県花き品評会が，10月 15～17日に県庁を会場に開催されました。総出品点数 161点のうち，
仙南地域からは 43 点(切花 22，鉢物 15，花壇苗 6)が出品され，3 名が金賞を，5 名が銀賞を受賞さ
れました。 
 大宮氏の輪ぎくと岡﨑氏のポットマムは，昨年度に引き続き 2年連続の金賞受賞となります。また
大河原農業改良普及センターが重点的に栽培指導や商品化の支援を行ってきた柴田町のトルコギキ

ョウ生産者からは，菊地氏が金賞を，佐々木氏と加藤氏が銀賞を受賞しました。今回の受賞によって，

仙南の花き産地全体がますます活気づくものと思われます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

宮城県花き品評会で管内農業者が多数受賞 

家畜伝染病机上演習の実施 

「笑顔で英語」川崎二小の取り組み 

  
金賞 大宮  健 (柴田町) 輪ぎく「神馬」       (敬称略) 
   菊地 一郎 (柴田町) トルコギキョウ「ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾎﾜｲﾄ」 
   岡﨑 初男 (柴田町) ポットマム「ｱﾒﾘ ﾐｯｸｽ」 
銀賞 吉田 俊雄 (柴田町) 輪ぎく「精の枕」 
   岩谷謙次郎 (川崎町) スプレーぎく「ｻｰﾓﾝﾘﾈｶｰ」 
   佐々木 準 (柴田町) トルコギキョウ「ﾎﾞﾚﾛﾏﾘﾝ」 
   加藤 一郎 (柴田町) トルコギキョウ「ﾊﾟﾚｵｱﾌﾟﾘｺｯﾄ」 
   加納 厚志 (柴田町) ポットマム「ｱﾅｽﾀｼｱｸﾞﾘｰﾝ」  

受賞おめでとうございます 
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高校生が復元組み立てに挑戦 

脳と心を育てるみやぎの食育 

三色彩り弁当に舌鼓 

 
 
 11月 4日に，ムラサキシメジ料理を試食し意見を交換する会を催しました。参加したのは，ムラサ

キシメジの栽培・販売，きのこの種菌製造に携わる人とホテル

の料理長です。提供された料理は，「蔵王ロイヤル三色彩り弁

当」で，地場の食材と合わせたお造り，焼き物，揚げ物などで，

特にムラサキイモを衣にまとった天ぷらの色鮮やかさが際立

っていました。 
 意見交換の内容は，ムラサキシメジの食材としての面白さや

扱い方から，ほかのきのこの利用にまで発展し，今後の取引拡

大を予感させるものとなり，参加者の意欲がさらに高まった様

子が伺われました。 
【地方振興事務所林業振興部】 

 
 
 
 11月の「みやぎ食育推進月間」における県の取り組みとして，本年度は「第 4回食育推進県民大会」
を白石市ホワイトキューブで開催し，県内各地から 600名の参加がありました。 
 「みやぎ食育優良実践者」として仙南地域からは，仙台大学運動栄養サポート研究会，佐々木文彦

氏(蔵王食工房アトリエデリス)，丸森町げんまる 21推進委員会が見事受賞されました。地元食材の普
及や，子どもたちをはじめ県民の食育への関心を高める活動を，地域で積極的に取り組んできたこと

が評価されたものです。また「仙南の食・ヘルシーレシピコンテスト」の表彰や仙南の食育活動紹介

も行い，「仙南の食育」をアピールする機会となったと感じています。 
 さらに大会の目玉として，東北大学加齢医学研究所の川島隆

太教授に，脳の発達と食生活の関係について，話題の脳トレを

交え，朝ごはんの新たな役割について楽しくご講演いただきま

した。参加者の皆様から活発な質問や時には笑いが出るなど，

盛会のうちに終了することができました。 
 管内の皆様から多数の協力をいただきながら開催した本大

会を機に，仙南地域での食育を一層活発に推進していければと

思っています。 
【保健福祉事務所】 

 
 
 
 11月 12～13日に，柴田町の仙南地域職業訓練センターで，県産業技術総合センターの協力を得て
ハイブリッド自動車「プリウス」の部品展示を行いました。自動車産業への参入を検討している中小

企業に，自動車の構造や部品，機能を理解してもらい，新規参入の意欲を高めてもらうために開催し

たものです。12日には，産業技術総合センターの萱場副所長によるプリウスの構造などに関するセミ
ナーも開催しました。 

 この催しは，NPO 法人仙南広域工業会が会員企業同士の技
術交流や情報交換の場として企画実施した「2010 仙南地域も
のづくり展示交流会」と同時開催で行いました。 
 また今回の自動車部品展示では，ものづくり人材育成の一環

として，自動車整備士を目指して学んでいる村田高等学校の生

徒たちに，産業技術総合センター職員の指導の下，展示車両の

分解・復元組み立てを行ってもらいました。生徒たちは新型の

自動車を教材にできるとあって，時間が経つのも忘れて作業し

ていました。 
【地方振興事務所地方振興部】 

仙南地域企業の自動車関連産業への参入に向けて 

晩秋の蔵王でムラサキシメジ料理を味わう 

脳の発達はバランスのよい食事から ～第４回食育推進県民大会を開催～ 
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共進会での入賞に向けて意見交換 

グループ員から改善活動を紹介 

 
 
 仙南地域の女性農業者が組織する仙南地区生活研究グルー

プ〔会長 池田文子さん(丸森町)〕の主催で，「平成 22年度あ
ぐりロマンレディース仙南～人・くらし・いきいき活動交流

会～」が，11月 16日に大河原合同庁舎で，80名余が参加し
て開催されました。この活動交流会は，グループ員が地域の

先頭に立って行っている農家生活にかかわる衣食住の改善活

動の成果の発表と意見交換を通し，食育を含めた地域活動に

関する知識を学びながら，相互に技術交流を行い，「農村文化

の継承と創造」に生かすことを目的としています。 
 今年は特に，家族の健康づくりのための食事メニューの提案が多く出され，また地域の特産物をう

まく活用した新しい加工品の展示なども行われ，参加したグループ員は，各地域での実践活動に一層

意欲がわいたようです。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 
 12月 6日大河原町内で，仙南地域和牛改良懇談会を開催し
ました。この懇談会は，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)を契機に，「夢をかたち
に！ 宮城全共への入賞を目指して」をテーマに，管内肉用牛
生産者，関係者約 40名が出席して行われたものです。 
 懇談会は，奥州市牛の博物館長(宮城県農業短期大学名誉教
授)である内田宏氏を座長に，話題提供に続き意見交換を実施。
優良雌牛の増加対策，指定した種雄牛を雌牛に交配するなど

改良を進めるための活発な提案や要望が出され，宮城全共で

の入賞を合い言葉に盛会のうちに終了しました。 
 家畜保健衛生所では，今回の検討を今後の肉用牛改良対策の参考とすることにしています。 

【家畜保健衛生所・地方振興事務所畜産振興部】 
 
 
 
 
 
 
 
 仙南エリアの魅力をさらに深めるため，仙南地域のシンボルである「蔵王」を題材にした写真を募

集し，入賞作品を観光ＰＲの素材として広く活用します。応募作品の受付は 12 月 1 日から始まって
いますので，皆様，奮ってご応募ください。締切は，平成 23年 1月 31日午後 5時まで(必着)で，郵
送されるか当所まで直接お持ちください。フォトコンテストの詳細や応募用紙は，下記アドレスをご

覧ください。 
http://www.pref.miyagi.jp/oksgsin/topics/bosyu/bosyu-H220715/36kei-photo-con.html 

【地方振興事務所地方振興部】 
 
 
 

 お知らせ 

みやぎ蔵王三十六景エリアフォトコンテスト 応募作品の受付を開始しました 

農村文化の継承と創造に向けて活動交流会を開催 

仙南地域和牛改良懇談会を開催 
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 ○課税方式  現行の県民税均等割に上乗せして課税(超過課税) 
 ○納税義務者 個人：1月 1日現在で県内に住所などを有する個人 
           (所得金額が一定額以下の方などは非課税です。) 
        法人：県内に事務所・事業所などを有する法人 
 ○税率    個人：年 1,200円 
           (現行の個人県民税均等割額 年 1,000円に加算します。) 
        法人：資本金等の額により 2,000円～80,000円 
           (現行の法人県民税均等割に 10％相当額を加算します。) 
 ○税収規模  年間約 15億円 
 ○実施時期  平成 23年 4月から 5年間  

「みやぎ環境税」の概要 

 ○期 日 平成 23年 2月 27日(日)
 ○場 所 蔵王町ふるさと文化会館(ございんホール) 
 ○テーマ 「せんなん集結！ いでよセイネン」 
       ～つかもうぜ・絆～ 
 ○発表種目及び内容(予定) 
      ステージ発表や美術・生活文化展・体験コーナー等 
      昨年は会場にいる全員が，舞台の上やフロアーで一緒に

活動する場面もありました。今年も････。 
 ○問合せ 大河原教育事務所 教育班生涯学習担当 
      0224－53－3111(内線 567) 

飼い主の迎えを待つ犬 

 
 

 仙南保健所では昨年度約 150 頭の迷い犬を保護しており，
その中には首輪をしていたり，鎖が付いていたりするなど，

明らかに飼い犬と思われる犬が多く含まれていました。残念

ながら，その多くは飼い主が判明しないために富谷町にある

県動物愛護センターで処分されてしまいました。 
 そこで現在，迷い犬を 1頭でも多く飼い主に戻すため，管
内市町の協力を得ながら，「飼い犬に鑑札(注射済票)をつける
こと」「犬がいなくなったら保健所に連絡すること」の啓発活

動を展開しています。 
 特に鑑札(注射済票)は法律で付けることが義務付けられているばかりでなく，犬にとっていわば戸
籍であり，迷子になって保護された時に飼い主が分かる「命綱」です。鑑札(注射済票)を付けること
により，処分される迷い犬が 1頭でも減るようご協力をお願いします。 

【保健所】 
 
 
 
 仙南の青年が文化活動の発表と交流・親睦を深め，地域住民との幅広い交流を通し，活力ある地域

づくりに寄与することをねらい開催します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【教育事務所】 
 
 
 
 宮城県では，宮城の豊かな自然を守り将来に引き継いでいくために，環境の保全や創造のための施

策を幅広くかつ積極的に展開するための財源として「みやぎ環境税」を来年度から実施します。 
 「みやぎ環境税」は，地球温暖化など差し迫った環境問題に対応するため，主に森林機能の強化や

クリーンエネルギーの利用推進に活用します。この税収は，使い道を明らかにするため基金に積み立

て，他の財源とは区分して管理することとしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【県税事務所】 

平成２３年４月から「みやぎ環境税」を実施します 

平成２３年２月に 仙南青年文化祭を開催します 

昨年度の開催状況 

迷い犬を１頭でも多く飼い主に戻すために 
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内町湖【角田市】 
 
 内町湖(うちまちこ)は谷川をせき止める築堤工事で造られ
た約 11㌶，周囲 1.7㌔㍍の人造湖です。 
 水稲をはぐくむための水をたたえますが，冬には白鳥やマ
ガモなどたくさんの水鳥が越冬する地となっています。一羽
一羽の動きをじっくり観察し，愛くるしい姿を楽しんでくだ
さい。 
 内町湖の東に位置する小高い山は，陸奥国(むつのくに)伊具
郡の豪族，平永衡(たいらのながひら)が居城した八竜城跡とい
われています。こちらにも足を延ばし，歴史に思いをはせて
みてはいかがでしょうか。 
 
（県道丸森柴田線 金津中学校付近を東に折れ約 500m） 
 

(撮影 ボランティアカメラマン 髙橋こうけん氏) 

刈田嶺神社【蔵王町】 
 
 御釜(おかま)の南側，高さ 1,758 ㍍の刈田岳(かっただけ)。
その山頂にある刈田嶺(かったみね)神社は信仰の山・蔵王の象
徴であり，季節ごとに見せる異なった光景が魅力的です。厳
しい冬の雪景色は，神々しいまでの美しさです。 
 刈田嶺神社近く，樹氷原で見られる樹氷は，冬の風物詩。
雪上車「ワイルドモンスター号」で楽しく巡る「樹氷めぐり」
は，日本でここでしか体験できません。ぜひ，大自然が織り
なす冬の造形美をお楽しみください。今年は 12 月 18 日から
始まります。 
 
（刈田岳山頂） 
 
 

(みやぎ蔵王三十六景選定時写真) 

月 日 行　　　　事 市町 月 日 行　　　　事 市町

 ～3月下旬 阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町  1日～3月21日 こけしびなまつり 蔵王町

 ～1月7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  3日 長泉寺豆まき 角田市

上旬 シクラメンまつり 柴田町  5日 雪だるままつり 七ヶ宿町

上旬～下旬 光のページェント＆よさこい in しばた 柴田町 上旬 青根温泉雪あかり 川崎町

18日～3月下旬 蔵王樹氷鑑賞ツアー 蔵王町 上旬 宮城かわさき雪まつり 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 14日 みやぎ蔵王ゆきまつり 蔵王町

中旬～1月下旬 齋理屋敷冬の企画展「齋理の歳迎え」 丸森町 19～20日 第34回ＴＢＣ杯みやぎ蔵王スキー大会 蔵王町

22日 みやぎ蔵王白石スキー場開き 　 白石市 中旬 七ヶ宿雪合戦大会 七ヶ宿町

22日 みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場開き 七ヶ宿町 中旬～3月中旬 伊達家ゆかりの雛人形展 角田市

22日 みやぎ蔵王セントメリースキー場開き 川崎町 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

下旬 齋理のクリスマスコンサート 丸森町  3日 桃の花キャンペーン 蔵王町

31日 除夜の鐘を鳴らす会 白石市  6日 七ヶ宿ジャイアントスラローム大会 七ヶ宿町

 1日 初日の出を拝む会（白石城） 白石市 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

 1日 船岡平和観音初詣 柴田町 13日 小斎鹿島神社奉射祭（やぶさめ） 丸森町

 1日 太陽の村元旦祭 柴田町 26～27日 むらた町家の雛めぐり 村田町

 2日 弥治郎こけし初挽き 白石市 26～27日 小京都むらた写真展 村田町

 2日 日本刀初打ち 白石市

上旬 七草の会（武家屋敷） 白石市

14日 どんと祭はだか参り 角田市

14日 刈田嶺神社暁祭り 蔵王町

中旬 えぼし雪上花火大会 蔵王町

中旬 冬の検断屋敷まつり 白石市

中旬 みちのく公園・新春ふるさとまつり 川崎町

下旬～3月上旬 雛の宴展（弥治郎こけし村） 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。

二
　
月

三
　
月

十
二
月

一
　
月

 みやぎ蔵王三十六景 冬のお勧めスポット 

歳時記（１２月～３月） 
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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 

 
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，地域の皆様ととも

に，地域振興を進めていきます。 

表題『sennan the king』について 

釜房ダム【川崎町】 
 
 宮城県を代表する水がめ，釜房(かまふさ)ダム。一級河川の
名取川水系碁石川に建設され，昭和 45年(1970年)に完成しま
した。仙台市をはじめ県中央部への利水や洪水を防ぐ治水な
ど幅広い用途をもったダムで，平成 17年にはダム湖百選にも
選ばれています。 
 冬の釜房ダムの水面には，澄み切った青い空，雪に覆われ
た蔵王連峰が鮮やかに映し出され，一枚の絵のような美しさ
です。 
 
（国道 286 号釜房大橋付近から町道を南下して約 200m の駐
車場） (撮影 ボランティアカメラマン 熊田貴史氏)

 
 
 
 
 
 第１表 農業産出額(農産物産出額)の順位 

      資料：平成 18年生産農業所得統計(農林水産省) 

  
 
                      第１図 農業産出額(農産物産出額)の構成比 

                          資料：平成 18年生産農業所得統計(農林水産省) 
 第２表 畜種別畜産農家戸数及び頭羽数 

      資料：県家畜改良頭羽数調べ(平成 22年 2月 1日) 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

順位 仙南地域 宮城県
1 米 (30％) 米 (45％)
2 生乳 (15％) 肉用牛 (11％)
3 肉用牛 (14％) 鶏卵 (8％)
4 鶏卵 (10％) 生乳 (7％)
5 豚 (8％) 豚 (6％)
6 ブロイラー (3％) いちご (3％)
7 いちご (2％) ブロイラー (2％)
8 日本なし (2％) きゅうり (2％)
9 乳牛 (1％) 大豆 (2％)
10 きゅうり (1％) ねぎ (1％)

乳用牛 肉用牛 豚 採卵鶏
仙南地域（戸） 184 415 22 28
宮城県（戸） 765 5,002 194 95
全県に占める割合（％） 24.1 8.3 11.3 29.5
仙南地域（頭，羽） 7,439 17,575 36,087 720,600
宮城県（頭，羽） 24,344 77,683 171,627 5,055,200
全県に占める割合（％） 30.6 22.6 21.0 14.3

戸数

頭数

 データで見る仙南地域 
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 仙南地域の乳用牛の飼
養頭数は，宮城県の約 3割
を占めています。 


