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  Ｔｏｐｉｃｓ ～大河原合庁の取組を紹介します～ 

 
 
 
 仙南の見どころやイベント情報をＰＲする観光キャンペー

ン『「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，春と秋に実施しています。 
 去る 4 月 7～13 日，春のキャンペーンをＪＲ仙台駅ステン

ドグラス前(2 階コンコース内)で行いました。春から夏にかけ

ての蔵王山麓
さんろく

が美しい「みやぎ蔵王三十六景写真展」や，2 市

7 町の地域ＰＲイベントに，多くのお客様が足を止めてくれま

した。 
 初日(7 日)は，大河原町と柴田町が合同で「一目千本桜」を

ＰＲ。さくらまつりのパンフレットと一緒に，地元菓子店が作

り続けている「さくらまんじゅう」を先着順でプレゼントしました。4 月から県観光ＰＲ担当係長に

就任した「むすび丸」も駆け付け，一緒に春の仙南の魅力を伝えました。 
 次回のキャンペーンは 9 月 13 日(月)～16 日(木)に開催予定です。鮮やかな蔵王山麓

さんろく

の紅葉や，10
月から始まる仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン期間中の観光・イベント情報をお知らせします。

特産品のプレゼントもありますので，ぜひお立ち寄りください。 
【地方振興部】 

 
 
 
 地域の食材を生かした新たな特産品づくりを支援しています。これまで，丸森町産の 筍

たけのこ

を利用し

た「感動の一日四尺たけのこごはんの素
もと

」(やしまや)や村田町の「しいたけ入り米粉麺
めん

」(有限会社サ

ンファーム韮
にら

神
がみ

)など，地域に根ざした特色ある商品の開発を支援してきました。 

仙南の魅力 お届けします 
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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。

「そらまめ米粉めん」はいかがですか 

来場者を桜がお出迎え 
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 今回新たに，村田町の特産品である「そらまめ」と「ひとめ

ぼれ」を使った米粉めん，その名も「そらまめ米粉めん」が発

売されました。 
 そらまめのさわやかな緑色を保つとともに，冷たいめん・温

かいめんのどちらでもおいしく食べられる商品に仕上がり，米

粉めんの特徴であるコシの強さや歯ごたえ，のどごしの良さが

楽しめます。 
 「道の駅村田(村田町物産交流センター)」でお買い求めくだ

さい(1 食 1 袋 230 円)。 
【農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 
 管内の水田で，今年から水稲新奨励品種「つや姫」の作付が

始まりました。角田市を中心に約 42 ヘクタール作付けされて

います。 
 「つや姫」は山形県で育成され，昨年度，宮城県の奨励品種

に指定された品種で，出穂期及び成熟期が「コシヒカリ」とほ

ぼ同じ時期の晩生
ばんせい

品種です。草丈が短く倒れにくい特徴があり，

米の品質や食味も良好です。 
 農業振興部及び農業改良普及センターでは，ＪＡみやぎ仙南

や県古川農業試験場と協力して「つや姫」の良質安定生産を推

進しています。 
【農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 
 柴田町におけるトルコギキョウ栽培は，9 名の生産者によっ

て昨年から始まり約 30 アール作付けされています。 
 去る 5 月 20 日に開催された栽培講習会では，新たに取り組

む生産者を含めて 16 名の皆さんが，品種特性と作型，定植後

の管理などについて熱心に学んでいました。 
 また，出荷間近の 6 月 7 日には，出荷調整に関する研修会を

開催し，出荷基準やつぼみの整理などを確認し合いました。参

加者からは，早く技術を身に付けて，良品生産に励みたいとい

う意気込みが感じられました。 
 「花のまち柴田のブランド化」を進める柴田発のトルコギキ

ョウは，6 月 8 日に仙台市場に向け初出荷されました。目指すはトルコギキョウの大産地です！ 
 【農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 
 
 4 月 29 日(木・祝)，角田土地改良区と当事務所が共同で，「水土里

み ど り

の路
みち

ウォーキング」を開催しま

した。 
 これは，地域の農業を支える水利施設と地域用水の歴史や役割を学びながら，角田市内を歩いて回

るイベントで，今回で 4 回目の開催となります。遠くは美里町を始め，県内各地からの応募者とスタ

ッフなど，48 名が参加しました。 

「つや姫」の作付が始まりました 

トルコギキョウの産地化に向けて 

出荷調製研修会 

調理例 ジャージャー麺

試験ほの「つや姫」 
(平成 21 年 8 月，角田市)

水利施設と地域用水の役割などを学びました 



SENNAN THE KING 

- 3 - 

 コースは角田駅から菜の花まつり会場までの全長5.4キロメ

ートル。江尻排水機場
きじょう

の旧排水ポンプを展示している江尻排水

ポンプ記念館や角田市街地を一望できるコスモハウス・スペー

スタワー，市内を流れる農業用排水路や明治から大正にかけて

建築され地域の大地主であった旧氏丈
うじじょう

邸である角田市郷土資

料館を見学しながら，ゴールの菜の花まつり会場を目指しまし

た。 
 道中，土地改良施設の話あり，宇宙の話あり，地域の大富豪・

歴史の話ありと，バラエティーに富んだ内容となりました。特

に，「江尻排水ポンプ記念館」では，阿武隈川西側流域の農業

用水不足を解消しようと角田上水(現：坪石幹線用水路)の完成に尽力した高山善
ぜん

右
う

衛門
え も ん

の話や，その

用水が今も防火用水など地域用水として利用されていることなど，職員の農業水利施設の歴史や役割

等の解説に，参加した皆さんは熱心に耳を傾けてい

ました。 
 また参加者同士やスタッフなどとの会話も弾み，

終始和やかな雰囲気の中，参加者にとってウォーキ

ングを楽しみながら，普段なじみのなかった農業農

村の役割や農業農村整備事業の意義などについて，

理解を深めるきっかけとなったようでした。 
 来年も開催予定ですので，興味のある方は，是非

当事務所ウェブページを御覧ください。 
【農業農村整備部】 

 
 
 
 去る 5 月 29 日に，白石市大鷹沢において，「企業の森」開

所式と植樹祭が行われました。この森は，白石市に工場を有す

るＮＥＣトーキン株式会社が，自然環境保全と地球温暖化防止

のため，市内の牧野組合と協定を結び，同組合が所有する山林

の伐採跡地に，5 年間，植樹を行うこととしたもので，社内で

ネーミングを募集した結果「芽吹きの森」と名付けられました。 
 当日は，白石市の風間市長をはじめ来賓らによる記念植樹が

行われた後，社員と家族約 180 名により，クヌギ，コナラ，

カツラ，アオダモの苗木，合わせて 1,000 本(0.5 ヘクタール)
が植栽され，当事務所は，白石蔵王森林組合とともに植樹作業のアドバイザーとして参加しました。 
 今後の森林整備の新たな手法として注目されます。 

【林業振興部】 
 
 
 
 角田市笠島にジャム工房がオープンします。名称は「工房 

美山
み や ま

の里
さと

」です。 
 この工房は，同市の社会福祉法人・臥牛

がぎゅう

三
さん

敬会
けいかい

により障害者

通所授産施設として開設され，地元産のブルーベリーやイチゴ

のジャム，山菜の加工品を作り販売することになっており，農

林産物の地産地消，生産者と加工者との連携・交流拠点として

期待されます。 

  菜の花まつり会場にて 

ウォーキングの様子
(農業用排水路付近) 

美山の里の外観 

ジャム工房がオープンします 

「芽吹きの森」で里山林を再生します 

植樹祭の様子 
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 工房の建築には県の市町村振興総合補助金を活用し，建築材料として地元産の木材がふんだんに使

われ，工房内には木の香りがあふれています。 
 開店は 7 月 1 日(木)の予定です。お問い合わせは同工房まで(電話 0224・65・3811

みやまいい

)。 
【林業振興部】 

 
 
 
 丸森町営南山放牧場と七ヶ宿町柏木山放牧場でこのほど，毎

年恒例となっている牛の放牧が始まりました。 
 放牧は畜産農家の省力化や牛の健康増進が目的で，雌牛の受

胎やストレス解消にも貢献します。 
 南山放牧場は標高 450～620 メートル，柏木山放牧場は同

420～450 メートルで，夏の暑さを多少なりとも避け，牧草を

食べ，自由な運動により足腰を鍛えることで，牛は一回り大き

くなります。 
 今年，南山放牧場では畜産農家 21 戸から乳用牛 118 頭，肉用牛 9 頭が，柏木山放牧場では，乳用

牛 40 頭，肉用牛 29 頭が入牧しました。 
 各農家からトラックで運ばれてきた牛は，当衛生所職員らによる採血，検温，体重測定，抗生剤の

投与などを受け，広い放牧地に放されました。 
 牛を預けた生産者は，「健康で大きくなって帰ってきてほしい。」と話しています。 
 今後若干の増減を経て，南山放牧場は全部で約 180 頭，柏木山放牧場は約 70 頭を放牧します。 
 下牧は 11 月上旬を予定しています。 

【家畜保健衛生所・畜産振興部】 
 
 
 
 宮崎県で多発している家畜伝染病の口

こう

蹄
てい

疫
えき

。万一，仙南地域の中心部で発生した場合，地域内のほ

とんどの畜産農家が移動制限区域(10キロメートル)と搬出制限区域(20キロメートル)に含まれるため，

地域経済へ大きな影響が想定されます。 
 そこで，当所では，各市町，農協，酪農協，各和牛改良組合など畜産関係団体，家畜防疫員など約

60 名の参加のもと，「宮崎県での口
こう

蹄
てい

疫
えき

発生に係る緊急防疫対策会議」を 5 月 25 日に開催しました。 
 所長の「県内，東北では発生はないが，対岸の火事ではない。オール仙南で危機管理を徹底してい

ただきたい。」とのあいさつの後，防疫班の担当から，宮崎県内での牛や豚の殺処分，ワクチン接種，

国が打ち出した対策を紹介。また，今回宮崎県に派遣され，防疫業務に従事した仙台家畜保健衛生所

病性鑑定班の日野技術次長から，現地の生々しい情報についての報告がありました。 
 さらに，当所からは，発生時の初動体制を確認するとともに，県の対策を説明。各市町，団体から

もこれまでの取組についての報告があり，出席者全員で防疫意識を再確認しました。また，有効な感

染防止策として，農場内への立入制限や消毒の徹底などについても再度呼びかけました。 
 参加者からは，「殺処分畜の埋め立て場所の確保」や「野生のイノシシやカモシカの発症は」など

の質問も出され，畜産関係者に不安が広がっていることから，同日付けで家畜保健衛生所内に「相談

窓口」を設置しました。お気軽に御相談ください。 
 
 
 
 
 
 

【家畜保健衛生所・畜産振興部】 

相談窓口電話 
 ０２２４－５３－３５３８ 
 ０２２４－５３－３１１１(夜間・休日) 

夏山放牧が始まりました 

放牧された牛 

口蹄疫防疫体制を再確認しました 
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  お知らせ 

 
 
 
 仙南のシンボルである「蔵王」。当事務所では，仙南 2 市 7 町や各商工会などと連携し，平成 16 年，

仙南各地から蔵王を背景にした素晴らしい景観 36 か所を「みやぎ蔵王三十六景」として選定しまし

た。様々な地域資源と結びつけ，仙南地域共有の財産として，育てていくこととしています。 
 この「みやぎ蔵王三十六景」をはじめとする仙南地域の魅力を県内外に発信していくため，「みや

ぎ蔵王三十六景サポーター」を募集します。詳細は，募集チラシや当事務所ウェブページでお知らせ

します(7 月上旬予定) 。 
【地方振興部】 

 
 
 
 毎月第 1 金・土・日は，食材王国みやぎ「地産地消の日」で

す。 
 大河原合同庁舎では，8 月第 1 金曜日の 6 日午前 11 時から

午後 1 時の間で，農家の方々が作った自慢の農産物や農産加工

品などの販売交流会を開催します。 
 皆様お誘い合わせの上，お越しいただき，新鮮な仙南地域の

農産物をたくさん食べて，地産地消を進めましょう！ 
 ご来場をお待ちしています。 
 

【地方振興部】 
 
 
 
 県では，優良みやぎ材を使用した住宅を新築する県内の施工

者に対し，木材費用の一部を助成する事業を始めました。応募

受付は，5，6，8，10，12 月の 5 回で，各月 10 戸(応募多数

の時は抽選)ずつ募集します。 
 助成の内容，募集案内については，宮城県農林水産部林業振

興課のウェブページ(http://www.pref.miyagi.jp/ringyo-sk/)を
御覧ください。 
 
  

【林業振興部】 
 
 
 
 財団法人みやぎ産業振興機構と県では，中小企

業者の皆様に，経営上の様々な課題を解決してい

ただくよう，今年度も「移動相談会」の開催を計

画しています。毎回，テーマに沿った各分野の専

門家による個別相談を行います。 
 今年度の開催予定日は表のとおりです。 

仙南地域の魅力を一緒に発信しましょう 

地産地消を進めましょう 

木造住宅の新築を助成します 

優良みやぎ材を使った建築中の住宅

経営の課題を一緒に考えます 

 開催予定日 予定時間 
第 1 回 平成 22 年 7 月 14 日(水) 10 時～17 時 
第 2 回 平成 22 年 9 月 9 日(木) 10 時～17 時 
第 3 回 平成 22 年 11 月 11 日(木) 10 時～17 時 
第 4 回 平成 23 年 1 月 18 日(火) 10 時～17 時 
第 5 回 平成 23 年 3 月 8 日(火) 10 時～17 時 

 

何を買おうかな 
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 テーマが決まり次第，当事務所のウェブページや電子メールで御案内しますので，課題を抱えてい

る中小企業者の方は，当事務所まで御連絡をお願いします。 
【地方振興部】 

 
 
 
月 日 行　　　　事 市町 月 日 行　　　　事 市町

上旬 伝統芸能フェスティバル 白石市 　 中旬 夏の検断屋敷まつり 白石市

 1～6日 齋理屋敷特別企画展「盆栽展」 丸森町 中旬 かくだふるさと夏まつり 角田市

六  5～6日 第14回　大道芸ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ とおがった 蔵王町 八 中旬（土曜日） おおがわら夏まつり 大河原町

 6日 支倉常長まつり 川崎町 　 20～22日 とうもろこし味来（みらい）まつり 村田町

11～13日 そら豆まつり 村田町 21日 七ヶ宿火まつり 七ヶ宿町

月 中旬 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町 月 22日 わらじで歩こう七ヶ宿 七ヶ宿町

下旬（日曜日） おおがわら梅まつり 大河原町 下旬 バンドフェスタ in  しばた 柴田町

下旬 うめ～梅まつり 角田市 未定 宗高公まつり・花火大会 村田町

　 上旬 齋理屋敷特別企画展「盆栽展」 丸森町 上旬 JAXA　施設一般公開 角田市

七 25日 阿武隈川いかだ下り大会 丸森町，角田市 1日～11月6日 石羽古碑かかし街道 丸森町

下旬 ザ・フェスティバル in しばた 柴田町 九 11～12日 梨まつり 蔵王町

月 下旬 蔵王連峰夏山登山 19日 みやぎ蔵王高原マラソン大会 白石市

　 中旬 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町

 1日 金津七夕祭り 角田市 月 中旬～11月末 阿武隈ライン舟下り「いも煮舟」 丸森町

八  7日 齋理幻夜 丸森町 中旬～10月中旬 みちのく公園・コスモスまつり 川崎町

　 上旬 手代木沼のハスが見ごろ 角田市 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

上旬（土曜日） 大河原夜市 大河原町 25～26日 村田新米まつり 村田町

月 11～12日 白石夏まつり 白石市

14～15日 遠刈田温泉仮装盆踊り大会 蔵王町

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。

白石市,蔵王町,
七ヶ宿町,川崎
町

 
 

  みやぎ蔵王三十六景 夏のお勧めスポット 

 
 東北を代表する観光地であり，仙南のシンボルである「蔵王」。 
 当事務所では，仙南 2 市 7 町や各商工会と連携し，仙南各地から「蔵王」を背景にした素晴ら

しいスポットを広く募集しました。応募していただいたたくさんのスポットの中から，絶景スポ

ット 36 か所を「みやぎ蔵王三十六景」として決定しました。 
 公募したボランティアカメラマンの皆さんによって撮影された「みやぎ蔵王三十六景」の写真

は，三十六景の多彩な魅力にあふれています。きっと新鮮な感動を与えてくれることでしょう。 
 

駒草平(こまくさだいら)（蔵王町） 
 
 西に蔵王連峰の山並みが迫り，東は太平洋も一望できる駒草平。
「高山植物の女王」とも呼ばれるコマクサの群生地で，6 月中旬か
ら 7 月中旬にかけて最盛期を迎え，多くの登山者やハイカーが訪れ
ます。 
 
（蔵王エコーライン沿い） 

      (撮影 ボランティアカメラマン 長崎順子氏) 
 

 
北原尾(きたはらお)（蔵王町） 
 
 県道から北原尾に続く坂道を上ると，そこには牧歌的で広大な草
地が広がり，蔵王連峰が手に取るように一望できます。 
 北原尾は，第二次世界大戦後，はるか南方の島々から引き揚げて
こられた農家が切り開いた高原で，「北のパラオ」が語源となってい
ます。原野の開拓生活はとても厳しく，農家は苦労を重ねましたが，
今は，酪農や蔵王の名産「大根」の産地として有名です。 
 
（蔵王酪農センターから国道 457 号を約 2km 南下し，日帰り温泉 
 「孝の湯」付近を東に折れ，約 1.5km） 

       (撮影 ボランティアカメラマン 小宮忠義氏) 

歳時記（６月～９月） 
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足立・上大平(あしたて・かみおおだいら)（村田町） 
 
 東北自動車道 村田ジャンクションにほど近い，標高 253m の山を
含む一帯が「足立・上大平」。山頂に至る道は未舗装で，小型自動車
1 台が通れる程度の道幅ですが，山頂からは蔵王連峰の大パノラマ
が広がり，パラグライダーの愛好家が集う場所でもあります。 
 村田インターチェンジ近くへ足を延ばすと，この春オープンした
「道の駅村田」(村田町物産交流センター)があります。新鮮な野菜の
直売が好評です。ドライブの休憩にぜひ，お立ち寄りください。 
 
（東北自動車道村田インターチェンジから北に約 1km 付近，村田第

五小学校付近から北側にそびえる山） 
         (撮影 ボランティアカメラマン 谷井 恵氏) 

 

  データで見る仙南地域 

 
第１表 人口及び世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２表 家族類型別一般世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３表 年齢３区分別人口               第３表 産業分類３部門別人口 

 

 

 

 

 仙南地域の人口
は，宮城県の約 8%
を占めています。

 仙南地域は，県全体より生産年齢
人口の比率が低く，代わりに老齢人
口の比率が高くなっています。

 仙南地域は，県全体より第二次産
業の人口比率が高くなっています。
「富県宮城」を目指し，製造業の集
積を進めている宮城県の中でも先
進地域と言えます。 

（人口：人，世帯数：戸）
H22.1 H22.2 H22.3 H22.4 H22.5

仙南地域 184,640 184,564 184,386 183,859 183,736
前月比 99.9% 100.0% 99.9% 99.7% 99.9%
対県比 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9%

宮城県 2,340,748 2,340,374 2,339 ,614 2,334,137 2,338,138
前月比 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 100.2%

仙南地域 65,098 65,108 65,050 65,034 65,207
前月比 100.0% 100.0% 99.9% 100.0% 100.3%
対県比 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%

宮城県 907,078 907,202 907,204 906,925 911,909
前月比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.5%

注）出典資料：宮城県推計人口（月報）

人
口

世
帯
数

（戸）
単独世帯 核家族世帯 その他の世帯

（ひとり暮らし） 夫婦のみ 夫婦と子供 ひとり親と子供
仙南地域 12,390 10,151 16,387 5,227 16,569

構成比 20.4% 16.7% 27.0% 8.6% 27.3%
対県差 -8.6 -0.3 -0.5 0.3 9.1

宮城県 248,863 146,213 236,351 71,122 156,079
構成比 29.0% 17.0% 27.5% 8.3% 18.2%

注）出典資料：平成17年国勢調査

（人口：人）
年少人口 生産年齢人口 老齢人口

（15歳未満） （15～64歳） （65歳以上）
仙南地域 24,976 119,906 46,253

構成比 13.1% 62.7% 24.2%
対県差 -0.8 -3.4 4.2

宮城県 325,829 1,558,087 470,512
構成比 13.8% 66.2% 20.0%

注）出典資料：平成17年国勢調査

（人口：人）
第一次産業 第二次産業 第三次産業

仙南地域 7,746 33,664 50,887
構成比 8.4% 36.5% 55.1%
対県差 2.1 12.7 -14.8

宮城県 68,985 260,754 765,734
構成比 6.3% 23.8% 69.9%

注）出典資料：平成17年国勢調査

 県全体と比べる
と，核家族世帯の
比率は同程度です
が，単独世帯の比
率が低くなってい
ます。 
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 内容についての御意見，御要望，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 

 

 
 
 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 

次 号 は ９ 月 の 発 行 予 定 で す 


