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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。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 ≪主な内容≫ 
巻頭挨拶 東日本大震災から 3 年～復旧期から再生期へ～ 1 ページ 

Ｔｏｐｉｃｓ 県管理公共土木施設の災害復旧工事が完了！ 2 ページ 
 「ＮＮスノーバスターズ隊」出動！  3 ページ 

 「感染症予防対策セミナー」を開催！  
 「スマイル＆スマイルキャンペーン」バスツアー 

 地域の木材を使った公共施設の建築が進行中 4 ページ 

 仙南和牛の子牛育成向上を図る畜産講演会を開催 

 お酒と健康 

 「仙南地域産業経済セミナー」を開催！ 5 ページ 

 「鳥獣害対策研修会」を開催！ 
 仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペーン 2014 
お知らせ 好評につき「木材利用ポイント事業」が延長 6 ページ 
 「仙南地域地場農産物等販売交流会」出店者募集 7 ページ 
 歳時記（4 月～6 月） 
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宮城県大河原地方振興事務所 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/6.html 

みやぎ蔵王三十六景 

 

 東日本大震災から 3 年が経過しました。あらためて犠牲と

なられた方々に深い哀悼の意を捧げますとともに，被災され

た皆さまに心からお見舞いを申し上げます。  

県では，震災の記憶を風化させることなく後世に伝えてい

くため，3 月 11 日を「みやぎ鎮魂の日」と定めました。この

日はまた，東日本大震災からの復興を誓う日でもあります。

私たちは震災発生後の 3 年間を宮城県震災復興計画の「復旧 

期」と位置づけ，復興のための土台作りに全力を尽くしてまいりました。 

その結果，仙南地域においては，公共土木施設の災害復旧工事が完了し，昨年春の「仙台・

宮城デスティネーションキャンペーン」期間中は震災前を上回る多くのお客さまにお越しい

ただくなど，復興に向けた歩みが着実に進んでまいりました。来年度からスタートする震災

復興計画「再生期」の 4 年間は，単なる「復旧」にとどまらない抜本的な「再構築」を目指

して，現在，管内に芽生え始めている「創造的な復興」の動きを具現化し，その道筋を確か

なものにしていくこととしています。 

一方，管内には東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響が大きく残

っており，露地栽培の原木シイタケやタケノコなどの出荷制限の早期解除，汚染稲わら・牧

草等の処理，風評の払拭など，依然として課題が山積しています。さらに近年は，イノシシ

など野生鳥獣による農林物への被害の増加や，ナラ枯れ等の森林病害虫被害の発生など，農

山村の多面的機能を脅かす新たな問題にも直面しています。復興の妨げとなるこれらの問題

の中には，先例が無く，解決に困難を伴うものもありますが，県といたしましては皆さまの

知恵をお借りしながら，組織一丸となって一刻も早い解決を目指してまいります。 

皆さまには震災からの復興に向け，引き続きお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 
  

                      大河原地方振興事務所長  佐野 好昭 

東日本大震災から３年 ～復旧期から再生期へ～ 
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東日本大震災から 3 年が経過しました。この間，土

木事務所におきましても，震災からの復旧･復興を最

優先課題として取り組んできました。特に今年度は

「宮城県震災復興計画」で定めた 10 年間の道筋のう

ち，生活基盤や公共施設を復旧させる｢復旧期｣の最後

の年に当たり，その取り組みを加速してきたところで

す。 

その結果，東日本大震災による道路や河川の災害

207 カ所について，復旧工事が昨年 12 月までに全て

完了しました。また，震災後の台風などにより平成

24 年度までに発生した災害 48 カ所についても，本年

度中に全て完了する見込みとなりました。これも関係

者の皆さまのご理解，ご尽力のたまものであり，心よ

り感謝いたします。 

来年度は「宮城県震災復興計画」における「再生期」

4 年間の最初の年になります。土木事務所におきまし

ては，土木･建築行政分野の部門別計画である「宮城

県社会資本再生･復興計画」の基本理念に掲げる「次

世代に豊かさを引き継ぐことができる持続可能な宮

城の県土づくり」に向けて，県土の復興をけん引し，

仙南 2 市 7 町の持続的発展に寄与するため，産業活動

の下支えとなる交通インフラや，安心して快適に暮ら

すことができる生活基盤の整備を進めていきます。 

主要な事業としては「地域活性化を支援する道路整備」として，県道岩沼蔵王線・大師～姥ヶ懐（岩

沼市，柴田町，村田町）の工事に着手します。併せて国道 113 号蔵本地区（白石市），県道白石丸森線

大張舘矢間地区（角田市，丸森町），県道蔵王大河原線新寺地区（大河原町）などの事業を進めます。

さらに「災害に強い安全・安心な県土づくり」に向けて，管内主要路線の橋梁耐震化・長寿命化事業を

推進します。また，平家川河川改修事業（白石市，蔵王町）や松川火山砂防事業（蔵王町）などを実施

し，浸水被害や土砂災害防止を図ります。 

これらの事業の実施につきまして，皆さまの一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【土木事務所】  

 Ｔｏｐｉｃｓ ～宮城県大河原合同庁舎の取り組みを紹介します～ 

東日本大震災による県管理公共土木施設の災害復旧工事が全て完了！ 

県道 亘理大河原川崎線 

（角田市岡，地震被害） 

県道 青根蔵王線 

(川崎町峩々，台風被害） 
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人形を使って 

おむつ交換の演習 

蔵王町ではご当地キャラクター 
「ざおうさま」とも交流 

背丈もありそうな屋根に 

積もった雪との格闘 

 

 

 2 月 1 日に農業農村整備に関わる有志による除雪応援部隊「Ｎ

Ｎスノーバスターズ隊」が，七ヶ宿町湯原地区に出動しました。

中山間地域の農業農村の活性化を支援する地方振興事務所農業農

村整備部が呼びかけ，今年で 6 年目の活動になります。 

今回は東日本大震災に伴う震災復興支援で全国から派遣されて

いる応援職員 8 人を含む約 40 人が参加し，地元のボランティアの

方をリーダーに 5 班に分かれ，独居の高齢者宅など 10 世帯の屋根

や軒下の除雪に汗を流しました。 

今年の七ヶ宿町は，3 年ぶりに「豪雪対策本部」を設置するほ

どの大雪でした。さらに当日は，雪が氷のように固まっており，

隊員たちは四苦八苦していました。終了後には住民の方々から感

謝の言葉をかけられ，隊員の疲れも吹き飛んだ様子でした。 

【地方振興事務所農業農村整備部】 

 

 

 

 2 月 7 日に大河原合同庁舎で感染症予防対策についてセミナー

を開催し，仙南管内の保育・教育・介護・福祉関係機関，市役所，

町役場などから 162 人の参加がありました。 

昨年全国的に流行し，今後も流行が危惧される風しんと，現在

流行しているインフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症の対策

に関する講演と実地演習を行い，その具体的な対応方法について

理解を深めることができました。 

参加者は手の汚れを数値で見る検査機器の使用や，嘔吐
お う と

物の処

理，おむつ交換などを積極的に体験していました。講師への質問

も多く寄せられ，感染症に対する関心の高さと，その予防に取り

組む熱心な姿勢を強く感じ取ることができました。 

 今後も関係機関の皆さまと連携をとりながら，地域全体で感染症の予防と流行防止に努めます。 

【仙南保健所】 

 

 

 

東日本大震災で打撃を受けた農産物直売所の復興を支援するた

め，県が主催する「みやぎスマイル＆スマイルキャンペーン」の

一環として，蔵王，丸森の両町内で直売所巡りや体験交流などを

行うバスツアーが開催されました。 

 蔵王町は 2 月 5 日に，丸森町は 2 月 13 日に行われ，延べ 60 人

の参加者が仙台駅発着の大型バスで両町を訪れました。農産物直

売所では野菜などの買い物を楽しむほか，暖かい味噌汁などのお

もてなしを受けました。また，体験交流では蔵王酪農センターで

のバターづくり体験や，丸森町の野菜ソムリエによるヤーコンな

どの珍しい野菜の調理試食を楽しみました。 

参加者からは「新鮮で珍しい食材が多かった，頑張っている地

元の方々を応援したい」といった声が聞かれ，農産物直売所の応援や，仙南地域の新たな魅力発見につ

ながるツアーとなりました。 

     【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】  

「ＮＮスノーバスターズ隊」出動！ 

「感染症予防対策セミナー」を開催しました 

「みやぎスマイル＆スマイルキャンペーン」バスツアーが行われました 
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建設が進む角田消防署 

丸森出張所の新庁舎 

子牛育成マニュアルについて 

活発に意見交換されました 

 

 

大河原管内では森林整備加速化・林業再生事業などの補助事業

を活用した木造公共施設の建設が進められています。 

 仙南地域広域行政事務組合で建設中の「角田消防署丸森出張所」

は，管内で生産された木材 65 立方㍍を使った建築物であり，ま

た，柴田町で建設中の「船迫こどもセンター」は，270 立方㍍と

いう大量の木材を町有林から伐採し使用することとしています。 

さらに国の緊急経済対策を活用し，新たに柴田町の「三名生
さんみょう

児

童館」と，蔵王町の「総合運動公園屋外トイレ」が地域材により

建築されることになりました。 

 管内でも地域材を活用した地元密着型の施設建築が本格化し

ており，県ではこれらの建築物をモデルとし，他の市町へも拡大

するように働きかけています。 

地方振興事務所では，温もりを持った木造施設を地元の方々が親しみを持てる拠点として利用するこ

とで地域の活性化が進み，また，地元の木を使うことによって地域の森林・林業の振興につながるよう，

さらに取り組みを進めていきます。                 【地方振興事務所林業振興部】 

 

 

 

 2 月 10 日に「平成 25 年度畜産講演会」が仙南地域畜産振興協

議会主催で開催され，和牛繁殖農家など 85 人が参加しました。 

講演会では県内で活躍する獣医師を講師に招き，さまざまな事

例や研究から得た知見が紹介され，参加者は子牛の下痢予防にバ

ナナを使う斬新な方法などに驚きながら多くのことを学ぶことが

できました。    

また，午後には平成 23 年から取り組んでいる「仙南地域子牛育

成マニュアル」巡回指導の結果について意見交換を行い，地域全

体の良質な子牛生産に向けて意欲を高めました。 

最後に平成 29 年に開催される和牛のオリンピックといわれる

全国和牛能力共進会宮城大会の開催会場案が紹介されました。参

加者はいよいよその開催が迫ってきたことを感じ，大会での上位入賞に向けた牛作りへの熱い思いがこ

み上げてきたことと思います。           【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 

 

 

 

 これからの季節，歓送迎会やお花見などで飲酒の機

会が多くなります。お酒はストレス解消や，人間関係

を円滑にするなどの良い面がありますが，過度の飲酒

は心と身体に悪影響を及ぼします。お酒と楽しく付き

合うために，ご自身のお酒の飲み方を振り返ってみま

せんか？  

飲酒で最も重要なことは適量を守ることです。 適量とは 2 ドリンクまで（1 ドリンク＝純アルコール

換算で約 10 ㌘）です。女性や高齢の方はこの半分の量が適量です。 

お酒の問題は複雑なことが多く，本人や家族だけで解決できないことがあります。保健福祉事務所で

は，お酒の問題を抱えるご本人やご家族からの相談に対応しています。問題を抱え込まずに，どうぞお

気軽にご相談ください。ご相談は，仙南保健所母子・障害班（℡0224-53-3132）まで。 

【仙南保健所】 

仙南和牛の子牛育成向上を図る畜産講演会が開催されました 

お酒と健康 

地域の木材を使った公共施設の建築が進行中です 
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逆境にもあきらめてはいけない 
 

熱心に聞き入る参加者 

県南エリア 

観光ガイドブック 

 

 

2 月 26 日に地域の企業に製品開発や新たな事業展開に向けた視

点と手法を学んでもらうため，仙南地域企業振興連絡協議会と共催で

「仙南地域産業経済セミナー」を開催しました。 

 今回は「逆境を糧に 電子部品工場のフードビジネスへの挑戦」と題し

て，福島県大玉村にある向山製作所の織田金也代表取締役社長に講

演をしていただきました。 

向山製作所では電子部品製造を営む傍ら，雇用対策としてスイーツ

事業を立ち上げ，生キャラメルの製造を行っています。福島第一原発

事故の風評による打撃を受けながらも，フランスで行われるチョコレート

の祭典「サロン・デュ・ショコラ」に出展し，高い評価を得るまでの経験を

詳しくお話しいただきました。 

中小企業を取り巻く環境は依然厳しい状況にありますが，当所では今後も地域企業の取り組みを支援してい

きます。 

【地方振興事務所地方振興部】 

 

 

 

1月 29日に農業者や猟友会会員らを対象にした鳥獣害対策研修会

を開催し，130人が参加しました。 

仙南地域では近年，イノシシを始めとした大型動物が急増し，農作

物の被害に止まらず住環境への影響も大きくなっています。対策に当

たる行政機関や各種団体にも，これまでの駆除を主とした手法では限

界があり，発想の転換が求められていました。 

そこで今回の講演では，野生動物の調査研究や被害対策を行って

いる東北農業研究センターと東北野生動物保護管理センターから講

師を招きました。野生動物による被害への対策では「動物を駆除して

被害を減らす」ことと，「餌や隠れ場が多い環境を変えて被害を減らす」

ことを分けるべきだという考え方が示されるとともに，動物の生態を踏まえた手法により地域の住民が知恵を絞っ

て対策に当たった事例等が紹介され，参加者は熱心に聞き入っていました。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 

 

 

 昨春に開催された「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」で

は，地域の皆さまのご尽力により，大変多くの観光客に仙南地域を訪れていた

だきました。この 4 月から 6 月には「仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペーン

2014 ～仙台･宮城 春物語～」が平成 24 年のプレＤＣ，平成 25 年のＤＣに引

き続き，3 年間継続する春の観光キャンペーンの総仕上げとして開催されます。 

今回のキャンペーンでは，ＤＣの際の「花」「食」「復興・鎮魂」に加え，慶

長遣欧使節出帆 400 年を記念した「伊達文化」の 4 本を柱として，仙台・宮城

の春の魅力を発信していきます。 

地方振興事務所では，地域の観光関連企業，関係機関，行政などが連携し，

仙南の春の魅力を紹介する「県南エリア観光ガイドブック」の発行や，4 月 5

日に白石蔵王駅で開催する「オープニングイベント」のほか，レシートラリー

や旅行商品の企画など，仙南地域へたくさんのお客さまに来て，満喫していた

だくための取り組みを行っていきます。 

【地方振興事務所地方振興部】 

「仙南地域産業経済セミナー」を開催しました 

「鳥獣害対策研修会」を開催しました 

「仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペーン２０１４～仙台･宮城 春物語～」が開催！ 
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木造住宅のイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

「木材利用ポイント事業」は，一戸建て木造住宅を建てる方への新たな支援として平成 25 年に創設

され，多くの施主の方々や住宅建築業者などから好評を博してきました。 

この度，平成 26 年 4 月から消費税率が引き上げられることに伴

い住宅需要の減少が予測されることから，需要減緩和を目的とし

て平成 26 年度も事業を延長することが決定されました。 

 対象は平成 26 年 9 月 30 日までに工事を着手した新築・増築木

造住宅等のほか，同日までに購入した木質ペレット又は薪ストー

ブ等となっています。また平成 25 年度は，スギ，ヒノキ，カラマ

ツ等を使用することが条件でしたが，平成 26 年度からは米国産ベ

イマツの使用も認められる方向であり，支援の対象となる住宅の

拡大が検討されています。 

 

 

 

木材利用ポイント事業は，地球温暖化防止や循環型社会の形成に寄与するとともに，地域経済の活性

化や農山村の振興を目的として，対象となる木材を一定量以上使用した新築・増築木造住宅や内装・外

装木質化，木質ペレット又は薪ストーブの購入者に対して一定のポイントを付与し，地域の農林水産品

等と交換することができる制度です。 

木材利用ポイントと交換できる商品は，地域の農林水産品等のほか，一般型商品券・プリペイドカー

ド・農林水産品関連（お米券，お肉券など）商品券・地域商品券・中小企業型商品券などであり，森林

づくり・木づかい活動に対する寄付や被災地に対する寄付に充当することもできます。 

付与されるポイント（Ｐ）数量（1Ｐは 1 円相当）は，①新築木造住宅新築：30 万Ｐ（半壊以上の罹

災証明がある場合は 50 万Ｐ），②内装・外装木質化：最大 30 万Ｐ，③薪・ペレットストーブ購入：10

万Ｐ等となっており，それぞれ併用が可能であるため，使い方によっては大きなポイントをもらうこと

ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地方振興事務所林業振興部】 

 

 お知らせ 

好評につき「木材利用ポイント事業」が延長されました 

 

これから一戸建て木造住宅を新築される方で木材利用ポイント事業の利用を考えている方は，県の

「県産材利用エコ住宅普及促進事業」と組み合わせることで，より多くの補助を受けられる場合があ

ります。 

「県産材利用エコ住宅普及促進事業」は，県産材を使用した新築住宅に対して 1 棟あたり最大 50

万円の補助（半壊以上の罹災証明がある場合は一律 50 万円）を行うものであり，これらの補助事業

の組み合わせで，最大で 100万円相当以上の補助が受けられることになるため，木造住宅をこれから

建てる方にとって，大きな朗報となっています。 

詳しくは，地方振興事務所林業振興部（℡0224-53-3249）までお問い合わせいただくか，『木材利

用ポイント事業』，『県産材利用エコ住宅普及促進事業』でウェブ検索してください。 

県の補助事業との組み合わせで震災復興を進めましょう！ 

平成２６年度も木材利用ポイント事業が延長されます 

木材利用ポイントとは？ 
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宮城県は澄んだ海・肥よくな大地・豊かな森に恵まれた，四季折々の多彩で豊富な食材に恵まれた食材王国

です。県では消費者と生産者とが相互理解を深め，そのすばらしさを感じることができる地産地消を推進するた

め，毎月第 1金曜日からの 3日間を「食材王国みやぎ地産地消の日」と設定しています。 

これに合わせ地方振興事務所では，仙南地域での地産地消の一層の推進を図るため，仙南地域の農産物・

農産加工品の生産者自らが生産のこだわりや製品の安全性などを地域の消費者へ直接ＰＲする「仙南地域地

場農産物等販売交流会」を開催しています。 

平成 26 年度は以下のとおり開催を予定していますので，出店希望がありましたら地方振興部へお申

し込みください。 

◆開催予定日：平成 26 年 4 月 11 日（金），6 月 6 日（金），8 月 1 日（金），10 月 3 日（金）， 

12 月 5 日（金），平成 27 年 2 月 6 日（金） 

 ◆開 催 場 所：宮城県大河原合同庁舎 玄関ホール（柴田郡大河原町字南 129-1） 

◆開 催 時 間：午前 11 時から午後 1 時まで 

◆出 店 料：無料 

※会場スペースの都合上，出店希望者数多い場合は，販売品目等により出店者を調整いたします。 

［お申し込み・お問い合わせ］大河原地方振興事務所地方振興部振興第二班（℡0224-53-3182） 

【地方振興事務所地方振興部・農業振興部】 

 

 

 

※中止または内容が変更されることがありますので，お出かけ前に市町などにご確認ください。 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町

4日 水芭蕉の森・どうだんの森開園式 白石市 3日 白石市民春まつり 白石市

10～25日 しばた桜まつり 柴田町 3～5日 日本サクラソウ展 白石市

四 10～25日 おおがわら桜まつり 大河原町 五 3～5日 全日本こけしコンクール・地場産品まつり 白石市

上旬 久須志神社祭礼 柴田町 5日 かくだ宇宙っ子まつり 角田市

上旬～下旬 白石城桜まつり 白石市 10～11日 丸森いち 丸森町

月 12日 蔵王山麓　平沢灯まつり 蔵王町 月 11日 蛇藤まつり（白鳥神社春まつり） 村田町

12～13日 春一番！桜夢フェスタ 白石市 17日 蔵王町食の祭典「ザ・王様の宴」 蔵王町

13日～5月6日 みちのく公園・花のフェスティバル 川崎町 18日 日本の蔵王ヒルクライム・エコ2014 蔵王町

20日 JAXA角田宇宙センター一般公開 角田市 中旬 春の幸まつり 七ヶ宿町

20日～8月31日 特別展・仙台真田氏の名宝Ⅱ 蔵王町 中旬 母の日カーネーション展示即売会 柴田町

中旬 玉の木原水芭蕉群生地オープン式 七ヶ宿町 中旬 愛敬院ヒメシャガまつり 丸森町

中旬 神明社春の祭典 川崎町 中旬～6月上旬 シロヤシオツツジ散策観賞 蔵王町

中旬 阿武隈ライン舟下り安全運航祈願祭 丸森町 中旬～11月下旬 遠刈田温泉朝市（毎週日曜日） 蔵王町

中旬～5月上旬 ３５００本桜とこいのぼり 七ヶ宿町 25日 北蔵王夏山開き 川崎町

中旬～5月中旬 齋理屋敷初夏の企画展「端午の節句」 丸森町 31日～6月1日 南蔵王夏山開き 白石市,七ヶ宿町

中旬～7月下旬 まるもりグリーン・ツーリズムおすそわけ博・春 丸森町 1～23日 ポピーまつり 川崎町

25日 蔵王連峰夏山開き・蔵王エコーライン開通式 蔵王町 1～30日 まるごとうーめんまつり 白石市

25日～5月6日 春の洋ラン展in村田 村田町 六 7～8日 大道芸フェスティバルinとおがった 蔵王町

25日～5月18日 みやぎ蔵王えぼしすいせん祭り 蔵王町 7～8日 川崎町支倉常長まつり 川崎町

26～27日 アラバキロックフェスティバル14 川崎町 7～8日 蔵の町むらた工芸市 村田町

26日～6月8日 空中さんぽｄｅ星空さんぽ（毎週土日祝日） 蔵王町 月 13～15日 そら豆まつり 村田町

26日～6月30日 「たっぷり蔵王！キャンペーン」春の陣 蔵王町 中旬～下旬 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町

29日 松沢山の火まつり 丸森町 21～22日 南蔵王夏山登山と星を観る会 白石市

29日～5月5日 かくだ菜の花まつり 角田市 22日 うめ～梅まつりｉｎかくだ 角田市

下旬 春の検断屋敷まつり 白石市 28日 高蔵寺ホタルまつり 角田市

下旬 天神社春季例大祭 角田市 下旬 手作り甲冑　甲冑展 白石市

下旬～5月上旬 角田市郷土資料館企画展「五月飾りと甲冑」 角田市 下旬 おおがわら梅まつり 大河原町

下旬～11月下旬 ございん市（毎週土日祝日） 蔵王町 下旬～7月上旬 あじさいまつり 柴田町

歳時記（４月～６月） 

「仙南地域地場農産物等販売交流会」平成２６年度出店者募集 
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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：０２２４－５３－３１８２(直通) FAX：０２２４－５３－３０７６ 
        e-mail：oksinbk2@pref.miyagi.jp 

次号は平成２６年６月の発行予定です 

色鮮やかに仕上がった 

仙南の「干し柿」 

甘みがあって 

 とっても美味しい！ 

 

 

 

 

 

蔵王町の丸山株式会社は宮城・岩手・山形にある直営農場で年間 7

万頭の肉豚を生産しており，銘柄豚の販売強化に取り組んでいます。

生産される豚肉は，独自の飼養方法で臭みが少なく，脂に甘みがある

のが特徴で，健康な豚ならではの味わいがあります。また，通常より 20

日短い生後 160 日での出荷を実現し，高品質で低価格な豚肉の生産

を実現しています。 

同社は平成 24 年 9 月に「JAPAN X」の商標登録を取得しており，

平成25年10月には蔵王町の本社に加えて東京の渋谷にも営業拠点

を新設し，首都圏での販路拡大を目指しています。県内でも飲食店や

百貨店での取り扱いが始まり，昨年は仙台市五橋に直営飲食店「グリ

ル美豚照（ヴィトンテラス）」がオープンしました。 

「ＴＰＰ交渉を背景に第一次産業全体が柔軟な対応を迫られている今こそ，本当に良いものを宮城から国内・

世界に発信していきたい」という想いで始まったこの取り組みは，今後の飛躍が大いに期待されます。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 

 

 

仙南地域では柿ばせ（干し場）が冬の風物詩になっています。蔵王

おろしの乾いた風が吹くことから，古くから冬期間の甘味食品として各

家庭で干し柿加工が行われていました。昭和 27 年には出荷組合が創

立され，農家の副業として本格的な販売が始まり，今では丸森町や白

石市の生産者約 100 人が大阪や北海道市場など，全国に出荷してい

ます。 

仙南の干し柿は，干す前の硫黄くん蒸処理により色鮮やかに仕上が

っており，宮城県ころ柿出荷協同組合では「ころ柿」，ＪＡみやぎ仙南で

は「干し柿」，一部では「あんぽ柿」と称して，12 月から 3 月まで出荷さ

れています。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

  オススメ！こだわりの食材情報 

冬の風物詩「干し柿」 

日本ブランドのうまい豚「ＪＡＰＡＮ Ｘ（ジャパン エックス）」 


