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地域懇談会で意見交換

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 県では，中長期的な県政運営の基本的な指針である「宮城の将来ビジョン」の第一の柱に掲げた「富

県宮城の実現」に向け，「製造業の集積」，「観光振興」，「農林水産業の強化」などさまざまな取り組

みを進めており，県内への相次ぐ有力企業の立地決定や地元企業の取引拡大など，各分野で成果が現

れ始めています。 
 今年度から，その取り組みを加速するため，県内七つの圏域ごとに「地域懇談会」を開催すること

になりました。 
 当地域では，8 月 4 日に大河原合同庁舎で，地域の商工業や
農林業の団体，行政機関などの委員 16人と，県の若生副知事，
富県宮城推進室長，市町などの関係職員，約 60 名が出席して
「富県宮城推進仙南地域懇談会」を開催しました。 
 始めに，若生副知事から「富県宮城の実現」に向けた考え方

や戦略の説明があり，「仙南地域は園芸・果樹・林業など多彩な

農産物が生産されており，観光資源にも恵まれている。何より

も素晴らしいのは第二次産業の集積が高く，産業発展のポテン

シャルが高い地域である」とのあいさつがありました。 
 懇談では，県担当者から「『富県宮城の実現』に向けたこれまでの取り組みと今後の目標」，「仙南

地域振興方針」を説明した後，「富県宮城の実現」に向けた意見交換が行われました。委員からは取

り組みの紹介のほか，「このような情報交換の場をもっと多く持った方がよい」，「仙南地域としての

ブランドを官民一体でつくることが必要」，「企業が地域外でなく地域内の業者から物品などを調達す

れば雇用の拡大につながる」など，多くの意見や提案が出されました。 
 初めて開催した懇談会でしたが，委員全員から発言があり，「富県宮城の実現」に向けて，より一

層の意識の醸成，さらなる情報共有と連携強化が図られました。 
 当事務所では，今後も引き続き懇談会を開催し，「富県宮城の実現」を加速するとともに，地域の

産業振興を推進していきます。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 Ｔｏｐｉｃｓ ～大河原合庁の取組を紹介します～ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 主な内容 
 Ｔｏｐｉｃｓ  「富県宮城の実現」を官民一体で  1ページ 
     「地域の逸品」 お土産にいかがですか  2ページ 
     「七ヶ宿源流米」 おいしいお米を届けるために 3ページ 
      地元畜産物の消費拡大に向けて  4ページ 
      子どもたちを地域全体で育てる  5ページ 
 お知らせ 仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン  6ページ 
     「第 4回食育推進県民大会」を開催(11月) 7ページ 
      県道角田山下線が開通   8ページ 
 みやぎ蔵王三十六景 秋のお勧めスポット  9ページ 
 データで見る仙南地域    10ページ 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「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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「富県宮城の実現」を官民一体で ～富県宮城推進仙南地域懇談会を開催～ 
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多くの職員が聴講しました 

「これは･･･」 説明を受ける知事 知事を囲んで記念撮影 

 
 
 先進的な取り組みや活動を行っている企業，NPO，各種団体などを知事が訪問し意見交換する「“み
やぎの現場”訪問事業」を，7月 22日に角田市・丸森町で実施しました。 
 角田市では，火災報知器メーカーのホーチキ株式会社宮城事業所及び認知症グループホーム花

はな

水
みず

木
き

を訪問。丸森町では，国などの補助事業を利用して整備された「大内活性化センター」及びステンレ

ス素材を主とした特殊鋼素材の加工・販売を行っているメルコジャパン株式会社丸森事業所を訪問し

ました。 
 県では，皆様からのご意見を伺い，県政に反映させるため，これからも知事自ら「現場」を訪問し

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 大河原地方振興事務所では，「蔵王」を背景にした 36か所の絶景スポットである「みやぎ蔵王三十
六景」を活用して，観光，産業振興を推進しています。 
 その取り組みの一環で，仙南産の食材を主原料とした加工品などを，仙南地域のお勧めのお土産品

「みやぎ蔵王三十六景地域の逸品」として推奨しています。 
  今回，6 月に開催しました審査会において，下記の商品が新たに推奨されましたので，ぜひ，お土
産などにご利用ください。 
 詳しくは，ウェブページをご覧ください。http://www.pref.miyagi.jp/oksgsin/ 
 

商 品 名 製造・販売者 

感動の一日四尺たけのこごはんの素 やしまや（丸森町） 

しいたけ入りササニシキ米粉麺 有限会社サンファーム韮神（村田町） 

ササニシキ米粉麺 

そらまめ米粉めん 財団法人村田町ふるさとリフレッシュセンター（村田町） 
 

【地方振興事務所地方振興部】 
 
 
 

 自治体職員が地域の課題に対応する上で必要な知識や能力

を身に付けることで，仙南地域における「富県宮城の実現」を

より促進しようと，8月 4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 130名が参加しました。 
 講師には，これまで東北リコー株式会社のトップとして東北

経済をけん引し，仙南地域の産業振興にもご尽力されている

知事が仙南地域の「現場」を訪問 

自治体職員に求められているものとは！ ～富県宮城人づくり研修会を開催～ 

新たな「みやぎ蔵王三十六景地域の逸品」 お土産にいかがですか 
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互いのほ場を確認しながらの現地検討会 

その大きさに驚きの現地検討会 

NPO 法人仙南広域工業会理事長で，株式会社ベガルタ仙台代表取締役社長でもある白幡洋一氏を迎
え，「地域振興・産業振興を再考する端緒に」と題してご講演いただきました。 
 白幡氏からは，民間企業での経験に基づく視点から，一人ひとりのやる気が元気のある組織につな

がること，常に成果を意識するといった自治体職員に求められる心構えや仕事に向き合う姿勢などを

お話いただきました。最後に，参加した職員に対して「現場に近い職員として真実に近いところの情

報を把握して，どんどん提案する。自分たちが主体的に取り組む意識を持つことが重要である」とエ

ールを送っていただきました。参加した職員が「富県宮城の実現」に向けてさまざまな取り組みを進

める上で役立つ有意義な研修となりました。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 水源の町として知られる七ヶ宿町では，町内のお米の生産者

9名が「七ヶ宿源流米ネットワーク」を組織し，農薬と化学肥
料を 5割以下に減らすとともに，有機肥料としてカキ殻を散布
するなどの独自の栽培基準により，環境に配慮しながら食味の

良い水稲の品種である「やまのしずく」，「ひとめぼれ」の栽培

に取り組んでいます。 
 7 月 14 日，宮城大学食産業学部の木村和彦教授と普及セン
ターの普及指導員が講師となり，土壌分析の結果や生育状況を

踏まえ，ほ場ごとに追肥の要否や追肥量の判定を行う現地検討会を開催しました。 
 全員のほ場をお互いに観察し，参考となる栽培管理方法を学び取ろうとする会員の皆さんの姿勢に

は，おいしい米づくりに対する強い気持ちが感じられました。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 
 角田市鳩原に設置している発酵粗飼料用稲の新品種「リーフ

スター」の展示ほ場で，9月 2日，管内の生産者と関係機関の
職員 13名が集い，現地検討会を開催しました。 
 稲発酵粗飼料は，稲の穂と茎葉を同時に刈り取り，ロール状

にした後フィルムで密封し，漬け物のように発酵させる飼料

(サイレージ)で，管内でも蔵王町，村田町，角田市を中心に普
及しています。今年度は約 85㌶の水田で取り組まれています。 
 今回展示した「リーフスター」は，稲発酵粗飼料専用の新品

種であり，一般的な食用品種と比較すると，収獲量が著しく多

いことから，飼料自給率の向上に貢献すると期待されています。 
 当日の検討会でも，参加された皆さんは草丈が約 1.5㍍くらいまで伸びている稲の大きさに大変驚
いた様子で，来年はぜひ取り組みたいとの感想が多く寄せられました。 

 【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 
 
 
 丸森町では，宮城県の友好姉妹県であるイタリア・ローマ県の代表的な冬野菜

「プンタレッラ」の生産が平成 17年から始まりました。現在では，蔵王町も合
わせて 14名の生産者の方々が，約 45㌃の栽培に取り組んでいます。 

今，話題の「七ヶ宿源流米」！ おいしいお米を届けるために 

西洋野菜のさらなる生産振興にチャレンジ！ 

発酵粗飼料用稲で自給率に貢献 

プ
ン
タ
レ
ッ
ラ 
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互いの園地を確認しながらの現地検討会 

ＪＡみやぎ仙南西洋野菜研究会総会 

何個つかめるかな 

 昨年 7月に，この 14名の皆さんが集まり，西洋野菜全般の
生産振興の拠点組織として「ＪＡみやぎ仙南西洋野菜研究会」

を結成しました。1年が経過し，間もなく栽培管理作業が本格
化するのに合わせ，7 月 16 日に角田市のＪＡみやぎ仙南シン
ケンファクトリーに会員全員が集まり，今年度の取り組み方針

などについて協議しました。 
 「土壌分析に基づく適正な施肥管理と耕種的防除による病害

虫対策を進め，安全・安心でおいしいプンタレッラを生産しよ

う！」をスローガンに，研究会一丸となって品質向上を図って

いくことを決議しました。また他の西洋野菜タルディーボやカーボロネロなどの栽培にも，本格的に

チャレンジすることになりました。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 

 蔵王町は，日本なしの栽培が宮城県内で最も盛んな地域であ

り，県内では唯一，光センサー方式による選果を行い，仙台，

東京及び大阪へと出荷しています。 
 7月 7日，町内の代表的園地に生産者 42名が集まり，主力
品種の「幸水」や「豊水」などの今後の栽培管理や，最近栽培

面積が拡大している注目の品種「あきづき」の管理方法につい

て，県農業・園芸総合研究所の研究員による実演を交えての現

地検討会を開催しました。 
 生産者の皆さんは，お互いに樹木の生育状況や，果実の着果

状況について確認し合い，高品質ななし生産への意欲を高めていました。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 

 9月 5日，大河原町金ヶ瀬において第 2回仙南地域畜産物地
産地消フェアが開催されました。この催しは，管内の市町，畜

産団体で構成される仙南地域畜産振興協議会が，仙南地域の畜

産物の地産・地消を促進するため昨年に引き続き開催したもの

で，家畜保健衛生所が事務局として運営に当たりました。 
 当日は，同協議会会長の風間康静白石市長をはじめ来賓によ

るテープカットが行われた後，安全で安心できる仙南産の鶏卵，

牛乳・乳製品，牛肉・豚肉・ハム・ソーセージなどの特売が行

われました。また仙南産の畜産物が当たるお楽しみ抽選会，ク

ワガタ展示，各種畜産物の無料進呈など，大人から子供まで楽しめるイベントが行われ，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】 

 
 
 
 8月 3日，大河原合同庁舎で平成 22年度第 2回大河原地域口

こう

蹄
てい

疫
えき

対策連絡会議を開催しました。 
 この会議は，宮崎県の口蹄疫問題を受けて，管内市町，畜産団体から万が一管内で口蹄疫が発生し

た場合の防疫体制の整備について，事前に話し合いを進めるべきとの意見があったことを受けて開催

高品質な日本なし生産に向けて 

口蹄疫対策連絡会議で今後の防疫体制を確認 

地元畜産物の消費拡大に向けて 
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白石市立深谷小学校での実践

さくらロードのコスモス 

しているもので，当日は，各市町，農業協同組合，酪農業協同

組合の担当者など約 30名が参加しました。 
 第 2回となる今回の会議では，始めに家畜保健衛生所の担当
者が，宮崎県における移動制限解除後の対応について，国など

の通知をもとに情報提供しました。その後，宮城県における口

蹄疫対策を基に，管内の防疫体制，特に防疫措置の考え方を示

すとともに，家畜の殺処分に係る埋却場所候補地の選定や消毒

ポイント候補地などについて状況を説明し，意見交換しました。 
 
 
 

【家畜保健衛生所・地方振興事務所畜産振興部】 
 
 
 
 農畜産物の流通の効率化を図るため，整備が進められている

「仙南東部広域農道(さくらロード)」のうち，既に開通してい
る大河原町金ヶ瀬地区では，地域の農家の方々によりコスモス

の植栽活動が行われており，7月 8日に種をまいたコスモスは，
今見頃を迎えています。 
 この取り組みは，広域農道を利用する人々に心いやされる田

園風景を提供しようと，水土里
み ど り

ネット黒水
くろすい

が主催しているもの

で，今年で 6回目を数えます。当事務所の職員も，地域の方々
と一緒に種まきや除草の作業を行い，農道を大切にする地域の

方々の気持ちを実感しました。 
 仙南においでの際は，1.2㌔㍍にわたる黄色コスモスをぜひご覧ください。 

【地方振興事務所農業農村整備部】 
 
 
 
 現在，地域・家庭・学校が一体となり，地域全体で子どもたちをはぐくむ仕組みづくりの構築を目

指し，二つの事業が管内の各市町で展開されています。 
 文部科学省からの委託事業の「学校支援地域本部事業」は，地

域全体で学校教育を支援する体制づくりを進めることにより，学

校教育の充実を図り，生涯学習の成果を生かすとともに，地域の

教育力の向上を図るもので，蔵王町・村田町・大河原町・白石市・

川崎町で実施されています。 
 県の補助事業の「放課後子ども教室推進事業」は，放課後の安

全・安心な子どもの居場所を設け，地域の方々の参画を得て，子

どもたちに学習活動やさまざまな体験活動の機会を提供するもの

で，白石市・大河原町・丸森町で実施されています。 
 学校支援地域本部事業では，コーディネーターや地域の皆さん

で組織する学校支援ボランティアの方々を中心とし，さまざまな

学校支援活動が行われています｡地域の皆さんには，長年培われた

経験や技能を子どもたちのために提供いただきますよう，より一層の学校支援ボランティアへの登録

をお願いします。 
 【教育事務所】 

子どもたちを地域全体で育てる 

仙南東部広域農道でコスモスの植栽活動を行いました 

 宮崎県と同様に畜産が盛んな仙南地域では，宮崎県の畜産業の一日も早い復興を願い，JAみやぎ仙南肥育牛部
会の皆さん，そして大河原合同庁舎内各事務所職員から義援金を送付しました。 
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学校紹介の一部 

県
南
エ
リ
ア
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク(

表
紙)

 

 
 

 大河原教育事務所では，管内の小・中学校 81 校の協力をい
ただき，学校紹介のコーナーを設置しました。 
 大河原合同庁舎 4階東側廊下に，各市町ごとに各校 A4判横
1枚のサイズで掲示しています。 
 校舎の写真・校章・所在地・児童生徒数・PTA会員・各学校
のキャッチフレーズとその紹介の写真など，各校の力作がそろ

っていますので，ぜひお越しいただき，ご覧ください。 
 

【教育事務所】 
 
 
 
 
 
 
 

 昨年に続き，10～12 月に「仙台・宮城【伊達
だ て

な旅】キャンペーン」を

開催します。今回は，キャンペーンに併せて運行するお勧めのバスツアー

“びゅうばす・みやぎ食べばす「ふるさとの味」号”をご紹介します。 
仙南地域の観光名所や食が楽しめるこのバスツアーでは，白石城や平沢

弥陀
み だ

の杉(蔵王町)，蔵の町並み(村田町)などを地元のガイドが案内します。
温泉卵作りや遠刈田温泉街での食べ歩き，七ヶ宿源流米カレーなど，「食

べばす」ならではの味がいっぱいです。運行期間は 11 月 1 日～12 月 26
日の期間限定で，月ごとに内容が異なります。 
 また県南エリア(仙南 2市 7町)では，キャンペーン特別企画「レシート
ラリー」を今年も実施します。対象施設から 3か所のレシートを集めて応

募すると，抽選で温泉ペア宿泊券や特産品などが当たります。詳しくは，各市町観光担当窓口，ＪＲ

駅などに置いてある「仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン県南エリアガイドブック」をご覧くださ

い。 
 紅葉の美しい蔵王連峰を眺めながら，旬の味覚に舌鼓，温泉での～んびり。見どころいっぱいの県

南エリアへ，ぜひお越しください。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 大河原地方振興事務所では，11月 24日～26日の間，勾当台公園市民広場(仙台市青葉区)において，
仙南地域の農林畜産物や，仙南産の食材を使用した加工品の直売を行います。 
 開催時間や内容などの詳細は決まり次第，ウェブページなどでお知らせいたします。ぜひ，ご来場

いただき，仙南地域のおいしい食材をこの機会にお楽しみください。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 大河原県税事務所では，個人住民税の納入率の向上のため仙南地方の市町と連携し個人住民税の特

別徴収(給与天引き)の働きかけを積極的に実施しています。 

 お知らせ 

管内の小・中学校を紹介します 

仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーンが始まります 

みやぎ蔵王三十六景移動直売所 in 勾当台公園市民広場 開催のお知らせ 

個人住民税の特別徴収の働きかけを実施しています 
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特別徴収制度とは？ 

 従業員に給与を支払っている

事業主が，住民税の納税義務者で

ある給与所得者に毎月支払う給

与から住民税額(市町村民税＋県
民税)を天引きし，給与所得者に
代わって 6 月から翌月 5 月まで
それぞれの市町村に納入してい

ただく制度です。 

 個人住民税は，所得税の源泉徴収と同じように給与から事業主

が天引きして納入することになっていますが，県内の過半数の事

業所では，いまだに従業員が自ら納入する普通徴収により納税し

ているのが現状です。普通徴収による納入率は特別徴収に比較し

て低いことから，特別徴収の割合を高めることが個人住民税の徴

収率の向上を図るための効果的な方策と考えています。 
 このため，県では，市町村と共同で事業主に対し特別徴収の働

きかけを行っています。平成 20 年度から特別徴収をしていない
事業所を直接訪問し制度の趣旨を説明し，特別徴収に切り替えて

いただいています。 
 まだ特別徴収を実施していない事業主の方は，是非，特別徴収に切り替えていただくようお願いい

たします。 
【県税事務所】 

 
 
 
 11月は「みやぎ食育推進月間」です。 
 それに合わせて県では，一層の食育の推進を図るため，下記のとおり「第 4回食育推進県民大会」
を開催します。 
 当日は，行政機関・教育機関・関係団体・地域の食育の推進に関わる皆さんが一堂に会し，仙南食

材おいしい料理コンクールや食育活動実践者表彰を行います。さらには脳トレで有名な，東北大学の

川島隆太教授をお招きしての記念講演など，盛りだくさんの企画を予定しています。 
～五感を磨

と

いで，みやぎの食をいただきます～ 皆様のご来場を心よりお待ちしています。 
 
 
 
 
 
 

【保健福祉事務所】 
 
 
 
 宮城県では，県が管理する道路沿いのチェーン着脱場などのスペー

スを地域のコミュニティの場として利用できる「道端コミュニティ事

業」を行っています。 
 この事業は，チェーン着脱場として使用しない春～秋の間，地域活

動の場や地場産品の直売所などとして，県民の皆様に利活用してもら

い，地域の振興やコミュニティづくりに役立ててもらおうとするもの

です。 
 利用できる場所は，県で管理しているチェーン着脱場や駐停車休憩

スペースで，大河原土木事務所管内に約 80 か所あります。ただし，
場所によってはカーブで見通しが悪いなど使い方により交通安全の

観点から利用が難しい所もあります。 
 また道路という公共用地を使用することから，利用する目的は，地

域振興や地域コミュニティに役立つものに限ります。例えば，地場産

品を地域住民が販売する直売所，地区活動，地域におけるイベントな

どが対象となります。個人的な目的での利用はできません。 

 日 時：平成 22年 11月 9日(火) 13：00～16：00 
 会 場：白石市文化体育活動センター（ホワイトキューブ） 
 お問い合わせ：仙南保健福祉事務所 成人・高齢班＜0224(53)3120＞ 
 ※入場は無料です 

チェーン着脱場を使ってみませんか 

１１月に「第４回食育推進県民大会」を開催 あのスペシャルゲストも来場！ 
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角田山元トンネル 

角田山下線位置図 

 利用を希望される方は，利用したいチェーン着脱場が存在する市，町に相談してください。各市町

の担当は下表のとおりです。 
 詳しい事業の内容や不明な点については，大河原土木事務所（行政班，道路管理班：0224－53－3903，
3917）までお問い合わせください。皆様の利用をお待ちしています。 
 
 
 
 
 
 
 

【土木事務所】 
 
 
 
 平成 12 年度から整備を進めてきました一般
県道角田山下線において，角田山元トンネルを

含む約 3.5㌔㍍区間が 9月 25日(土)午後 3時に
開通します。 
 本路線は，一般県道半田山下線のバイパス道

路として整備が開始され，これまで角田市総合

体育館前からの 2.5 ㌔㍍区間と亘理郡山元町国
道 6号からの 0.3㌔㍍区間が既に供用されてい
ます。今回の全線開通により，常磐自動車道山

元インターチェンジと東北縦貫自動車道白石インターチェンジ間の広

域的な地域連携の強化及び交流促進，さらには仙南地域を中心とした経

済活動の活性化が期待されます。 
 開通日当日は，午前 10時から開通式，午前 11時 30分からトンネル
内を散策するイベントが開催されます。詳しくは，ウェブページをご覧

ください。 
http://www.pref.miyagi.jp/ok-doboku/ 

【土木事務所】 
 
 
 
月 日 行　　　　事 市町 月 日 行　　　　事 市町

11～12日 JAXA　施設一般公開 角田市 上旬 しばたコメまつり 柴田町

1日～11月6日 石羽古碑かかし街道 丸森町  3日 影を慕いて歌謡ｺﾝｸｰﾙ全国大会 川崎町

11～12日 梨まつり 蔵王町 10日 布袋まつり・商工ふるさとまつり 村田町

19日 みやぎ蔵王高原マラソン大会 白石市 上旬 ラ・フェスタ　ミッレミリア２０１０ 白石市

7～26日 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町 上旬 白石城菊花展 白石市

15日～11月23日 阿武隈ライン舟下り「いも煮舟」 丸森町 中旬 白石城茶会 白石市

11日～10月24日 みちのく公園・コスモスまつり 川崎町 中旬 第16回　旧羽前街道道中まつり 蔵王町

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 中旬 七ヶ宿ふれあいまつり 七ヶ宿町

25～26日 村田新米まつり 村田町 15～17日 白石城下きものまつり 白石市

 9～11日 里いもまつり 蔵王町 15～17日 みやぎ村田町蔵の陶器市 村田町

11日 大高山神社秋の例大祭 大河原町 17～18日 蔵王町産業まつり 蔵王町

上旬 角田ずんだまつり 角田市 23～24日 蔵王町産業まつり 蔵王町

上旬 斗蔵山・野鳥の森ウォーク 蔵王町 30日 七ヶ宿湖一周ウォーク 七ヶ宿町

上旬～下旬  '10シルクフェスタ　in　齋理 丸森町 下旬 全日本石投げ選手権大会 丸森町

上旬 秋の幸まつり 七ヶ宿町 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

上旬 しばた産業フェスティバル 柴田町 下旬～11月上旬 みやぎ大菊花展柴田大会 柴田町

九
　
月

十
　
月

十
　
月

 

各市町の問い合わせ先 

白石市建設課 0224-22-1326 村田町建設課 0224-83-6407 

角田市土木建築課 0224-63-2122 柴田町都市建設課 0224-55-2120 

蔵王町建設課 0224-33-2214 川崎町産業振興課 0224-84-2111 

七ヶ宿町建設課 0224-37-2115 丸森町産業観光課 0224-72-3017 

大河原町地域整備課 0224-53-2445   

歳時記（９月～１２月） 

一般県道角田山下線が開通します 
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月 日 行　　　　事 市町 月 日 行　　　　事 市町

 3日 水分神社祭典 七ヶ宿町 上旬 シクラメンまつり 柴田町

 6～7日 白石市農業祭 白石市 上旬～3月末まで 阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町

 6～7日 蔵ｉｎｇ村田 そばまつり 村田町 上旬～下旬 光のページェント＆よさこい in しばた 柴田町

 7日 阿武隈リバーサイドマラソン大会 角田市 上旬～下旬 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

13～14日 JAみやぎ仙南フェスティバル角田地区農協祭 角田市 上旬 みやぎ蔵王すみかわスノーパーク開き 蔵王町

上旬 蔵王高原大根狩り 蔵王町 上旬 みやぎ蔵王えぼしスキー場開き 蔵王町

上旬 秋の検断屋敷まつり 白石市 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

上旬（日曜日） お宝市 大河原町 中旬 みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場開き 七ヶ宿町

上旬 技の匠　まるごとフェスティバル 川崎町 中旬 みやぎ蔵王セントメリースキー場開き 川崎町

上旬 丸森まるごとふる里の秋　大感謝祭 丸森町 中旬 みやぎ蔵王白石スキー場開き 白石市

中旬 かわさき商工まつり 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 かわさき産業フェスティバル 川崎町  31日 除夜の鐘を鳴らす会 白石市

中旬 丸森ウォークラリー大会 丸森町 下旬 齋理のクリスマスコンサート 丸森町

23日 ひっぽ筆まつり 丸森町 下旬～3月下旬 蔵王樹氷鑑賞ツアー 蔵王町

下旬 しばた新そばまつり 柴田町

下旬 自然薯じゅうねん収穫祭 丸森町

下旬 ころ柿作り体験 丸森町

十
一
　
月

十
二
　
月

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。

 
 
 
 
 
 

北白川（白石市） 
 
 白石川沿いに広がる北白川地区の水田地帯。平成 16 年からは
転作作物としてソバが植えられ，開花期となる 10 月には見渡す
限り清楚な白い花で覆われます。 
 秋そばは，夏そばに比較してかおりが高く，甘味や旨みもひと
しおと言われています。旅行のお食事に，美味しいおそばはいか
がでしょうか？ 
 
（ＪＲ東白石駅より北東に約 1㌔㍍県道白石柴田線，内親踏切付
近より北へ農道に入る） 

(撮影 ボランティアカメラマン 鹿野 隆氏)

船岡城址公園（柴田町） 
 
 春の桜まつりでは，多くの人で賑わう船岡城址公園。 
 山本周五郎の小説「樅(もみ)の木は残った」でも有名な樅ノ木
付近から眺める蔵王山麓は，人の心を打つ絶景スポットです。公
園内では，10月 20日から 11月 10日までみやぎ大菊花展柴田大
会が開催され，県内の菊愛好家が丹精込めて育てた見事な菊花が
展示されます。また，12 月上旬から公園山頂のイルミネーショ
ンと樅ノ木のライトアップも始まります。 
 
（ＪＲ船岡駅から西南西に約 1.2㌔㍍） 

(撮影 ボランティアカメラマン鈴木祥一氏)

舘矢間ひまわり畑（丸森町） 
 
 約 70万本の秋咲きひまわりは，9月中旬～下旬に満開になり，
見事に咲き誇ります。背丈の低いかわいらしいひまわりなので，
子どもでも花を楽しめ，黄色一色となるひまわり畑や青い空は，
蔵王連峰の遠景と見事なコントラストを醸し出します。 
 今年も 9月 17日から 26日までひまわり祭りが開催されますの
で，ご家族で秋風に揺れるひまわり畑を散策してみてはいかがで
しょうか？ 
 
（国道 113 号から丸森町に入り一つ目の信号を舘矢間小学校方
向に東に折れ，小学校から北東に約 1㌔㍍） (撮影 ボランティアカメラマン赤間敬一氏) 

 みやぎ蔵王三十六景 秋のお勧めスポット 
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 第１図 県内・地域内総生産の構成比 
     資料：平成 19年度市町村民経済計算(県統計課) 
     ※帰属計算により，第一次～第三次産業には控除す 
      べき項目を含むため，総生産額と一致しない。 
 

  第１表 業種別製造品出荷額等の順位 
      資料：平成 20年宮城県の工業(県統計課) 

  

順位 仙南地域 宮城県

1 電子部品 食料品

2 輸送用機械 電子部品

3 業務用機械 鉄鋼

4 食料品 パルプ・紙

5 電気機械 情報通信機械

6 情報通信機械 輸送用機械

7 鉄鋼 金属製品

8 金属製品 飲料・たばこ

9 プラスチック 印刷

10 窯業・土石 生産用機械  
 第２図 製造品出荷額等の構成比 

     資料：平成 20年宮城県の工業(県統計課) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 データで見る仙南地域 

 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 

 仙南地域の経済は，県全体より第二次
産業の比率が高く，特に製造業が盛んな
地域と言えます。 

 仙南地域の製造業は，県全体や他の圏域より，輸
送用機械，業務用機械の割合が高くなっています。
 セントラル自動車(株)の本県への移転は，仙南地
域の強みを活かすチャンスです。 

82,855億円 

6,111億円 

 
 
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


