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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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みやぎ蔵王三十六景 

 
桜花の候，と書き始めるべきところですが，本紙発行の 

都合上，向暑のみぎりの着任ごあいさつとなりました。 
本年 4 月から，宮城県大河原地方振興事務所長を務めて 

おります髙橋です。 
県の最北端，気仙沼地方振興事務所での 2 年間の勤務を 

経て，初めての大河原町での勤務となりました。 
東日本大震災から 3 年余りが経過しましたが，仙南地域 2 市 7 町からなる当管内において，

宮城県震災復興計画に定められた復旧期（平成 23 年度～25 年度）の最終年度に当たる昨年

度で，災害復旧事業をほぼ完了することができました。これも，ひとえに管内関係皆様方の

御尽力のたまものであり，心より感謝申し上げます。 
今年度は，今後 4 年間に及ぶ再生期の最初の 1 年となります。県では，今年度の予算を創

造的復興スタート予算と名付け，単なる復旧にとどまらない創造的な地域づくりのための種

を蒔く年と位置付けております。 
このため，当所では，①東日本大震災からの再起に向けた取組への支援，②仙南の豊かな

資源を活かした創造的な産業振興の推進，③産業振興の土台をなす安全・安心で活力ある地

域づくり－の 3 つの基本方針の下に，さまざまな産業振興施策に取り組んでまいります。 
4 月中旬に，原発事故の影響で出荷制限がかけられていた「タケノコ」のうち，丸森町旧

耕野村産のものについて，制限が解除されました。一部地域の解除ではありますが，2 年ぶ

りに地域の名産品である「タケノコ」が出荷できるようになったことは，誠に喜ばしいこと

と存じます。 
こうした明るいお知らせを少しでも多くお届けできるよう，職員一同心を一つにして頑張

ってまいりますので，仙南地域の皆様には，引き続き御理解と御協力をいただきますようお

願いいたします。                       大河原地方振興事務所長 髙橋 総一郎

所長巻頭言～着任に当たって～ 
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ハンバーグをメイン

とした「みやぎ蔵王弁当」 

新土地改良区開設 

「みんなで新幹線に笑顔で手を振って 

おもてなし隊」による新幹線のお見送り 

 
 
 
 
 〇ご当地キャラも大集合！みんなでおもてなし！ 

 4 月 1 日から 6 月 30 日まで，仙台･宮城【伊達な旅】春

キャンペーン 2014 を開催しています。このキャンペーン

を盛り上げるため，4 月 5 日に JR 白石蔵王駅で県南エリ

アオープニングイベントを開催し，キャンペーンの成功を

祈念しました。また，むすび丸を始め，仙南 2 市７町すべ

てのご当地キャラたちも勢ぞろいし，地域住民の皆様と一

緒に，「みんなで新幹線に笑顔で手を振っておもてなし隊」

として新幹線のお見送りを行いました。 
春キャンペーンも残りわずかですが，様々なイベントが

開催されていますので，是非，県南の春の旅にお出かけください。 

また，「みやぎ県南レシートラリー」も好評開催中です。県南の観光施設・土産品店・飲食店など

で発行されたレシートなど 3 枚を集めて応募いただくと，抽選で 50 名様に温泉ペア宿泊券または県

南エリアの特産品やお食事券をプレゼントします。詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

◆みやぎ県南レシートラリーホームページ 

 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/receipt-rally.html 
 
〇「みやぎ蔵王弁当」好評販売中！ 

このキャンペーンに合わせて，県南地域の食材をふんだんに使っ

た「みやぎ蔵王弁当」が好評販売中です。県南地域のシンボル「み

やぎ蔵王」のふもとで育まれたおいしい食材を多くの方々に味わっ

ていただくこと，駅弁を通じて仙南地域の魅力を発信することを目

的に，地元旅館の女将たちが中心となって企画した「駅弁」です。 

蔵王の山々に見立てた三種類のおむすびや，新ブランド牛

「蔵王爽
ざ お う そ う

清
せ い

牛
ぎゅう

」のハンバーグなど，魅力満載の駅弁となっています。

また，6 月末までは，うれしい特典として，仙南地域温泉旅館 15

施設で利用可能な日帰り入浴割引券が付いています。 

◆問い合わせ先：NRE 仙台調理センター（電話 022-257-2981） 

◆みやぎ蔵王弁当ホームページ  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/miyagizaobento.html 

    【地方振興事務所地方振興部】 
 

     

 
 角田市にある角田土地改良区と角田隈東土地改良区が統合

し，4 月 1 日に「あぶくま川水系角田地区土地改良区」（佐藤武

敏理事長，亀谷久雄副理事長）が誕生しました。組合員数は

5,360 人と県内で 2 番目に多く，地区面積は 5,153ha と県内で

3 番目の規模となる大きな改良区となっています。この統合に

より運営基盤の強化をはじめ，行政との連携強化，土地改良区

施設管理の一元化や事務の効率化などが図られることが期待

されます。       
【地方振興事務所農業農村整備部】 

 Ｔｏｐｉｃｓ ～宮城県大河原合同庁舎の取り組みを紹介します～ 

仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペーン 2014 開催中！ 

あぶくま川水系角田地区土地改良区が誕生しました 
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雪室オープン記念式典での 

テープカット 

 
 

福島第一原発事故の影響を受け，平成 24 年 5 月 1 日から続いていた丸森町耕野地区のタケノコの出

荷制限が，約 2 年ぶりとなる平成 26 年 4 月 17 日に解除されました。 

 これまで県では，生産者の皆様及び丸森町のご協力のもと，再三にわたり国と協議を重ね，この度よ

うやく解除となりました。 

 また，出荷に当たっては，東北大学のご協力により，非破壊検査機器を活用して放射線量測定の自主

検査が実施できるようになり，より安全な出荷体制を構築することができました。               

 今回の解除は，当初目指していた丸森町全域の解除とはなりませんでしたが，今後も耕野地区以外の

解除に向けて生産者および関係者と協力して取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【地方振興事務所林業振興部】 
 
 

 
七ヶ宿町では，新しい総合交流促進施設「道の駅七ヶ宿」

と農林産物保管庫「雪室」が完成し，4 月 23 日にオープン式

典が行われました。 
「道の駅七ヶ宿」は，旧道の駅が老朽化したことから，「七

ヶ宿町水と歴史の館」の隣に移転オープンしました。施設内

には，町の特産物を販売する直売所や食堂があり，駐車場は

旧道の駅の約 10 倍の広さとなっています。 

 また，「雪室」は，貯蔵庫の周囲にある貯雪室に雪を貯めこ

み，その冷気を利用して米やソバ，果物・野菜といった農産

物を一年を通して低温

保管することができま

す。このような雪室の建設は，県内では七ヶ宿町が初となってい

ます。 

この雪室で保管した農産物は今後，「旬の市七ヶ宿」をはじめ

町内の直売所等で販売し，「雪室仕込み」として町ではＰＲに力

を入れていく予定です。農業改良普及センターでも，貯蔵物の食

味や糖度変化の調査などを通して支援を行ってまいります。 

 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

  
 

丸森町耕野地区のタケノコの出荷制限が解除！ 

非破壊検査機器による検査 検査済みラベルが貼られた出荷品 

七ヶ宿町に新「道の駅」・「雪室（ゆきむろ）」が完成 

道の駅七ヶ宿の店内の様子 



SENNAN THE KING 

- 4 - 

みんな揃ってハイポーズ！ 

パトロールの様子 

 

 

5 月 3 日から 5 日までの 3 日間，白石市のホワイトキュー

ブで第 56 回全日本こけしコンクールが開催され，約 40,000
人の入場者がありました。 
 会場では，内閣総理大臣賞を受賞した伝統こけしを含め，

全国の工人延べ 166 人が製作した 836 点のこけしが展示・即

売されたほか，各系統の工人による実演や絵付け体験も行わ

れ，全国のこけしファンで賑わいました。 
 また，今年 3 月に修行を終えたばかりの，21 歳の弥治郎系

こけし工人が入賞しました。このような若手工人の活躍によ

り，こけしファンが増えることが期待されます。 
 また，地場産品まつりも同時に開催され，訪れた多くの方々

に白石の名産品を PR することができました。 
 【地方振興事務所地方振興部】 

 
 

 

5月25日に丸森町筆甫中区集落で，昨年に続き2回目の実施

となる援農ボランティアを行いました。中区集落では景観づ

くり活動として遊休農地にヒマワリを植栽していますが，過

疎化や高齢化に伴い住民だけでは作業が大変になったことか

ら，中区集落活性化委員会がお助け隊を募集しました。当日

は，仙台市内の大学生をはじめ富谷町，福島県伊達市などか

ら約20人が参加し，100a余りの農地で播種作業に汗を流しま

した。天候にも恵まれ，参加者からは「自然豊かな筆甫に感

激した」「今後も機会があれば参加したい」などの感想をい

ただき，好評でした。8月下旬には，再びボランティアを募集

し，種の収穫作業を行う予定です。           

  

【地方振興事務所農業農村整備部】 

 

 

 
これから梅雨や台風などで土石流，地すべり，がけ崩れなど

の土砂災害が多発する時期に入ります。国，県，市町村では６

月を「土砂災害防止月間」と定めており，土木事務所では管内

市町のみなさんと協力して土砂災害危険箇所のパトロールや広

報活動を行っています。 
土砂災害から身を守るためには，早めの避難が大切です。雨

が降り出したら土砂災害警戒情報に注意してください。土砂災

害警戒情報は，テレビ・ラジオ・インターネット（気象庁のホ

ームページ）の気象情報により，大雨警報等と同様に確認する

ことができます。がけ下や渓流沿いに住んでいる方は，土砂災害

警戒情報が出たら早めに避難所などの安全な場所に避難しまし

ょう。また，避難所はどこか，避難の道順に危険はないか，日頃から調べておきましょう。 
【土木事務所】 

土砂災害防止月間について 

第 56 回全日本こけしコンクールを開催しました 

丸森町で援農ボランティアを行いました 

入賞した 21 歳の工人の弥治郎こけし
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4 月から県で指定した農地中間管理機構（みやぎ農

業振興公社）が業務を開始し，農地中間管理事業が始

動しました。この事業は，農地中間管理機構が農地を

借り受け，必要な場合には基盤整備等の条件整備を行

い，借受希望者に農地の貸付けを行うというものです。

農地利用の再配分を行い，①農業経営の規模拡大，②

利用する農地の集団化，③農業への新規参入を促進す

ることを目的としています。 
県では，「県農地集積連携推進会議」を設置し，機構

のバックアップ体制を整備しています。これに伴い，

大河原管内でも管内関係機関の連携を進めるため，5
月に「大河原地方農地集積推進会議」を設置しました。 

また，地方振興事務所内に「大河原地方農地集積推

進本部」を設置し，関係部が連携して管内の農地集積

を推進する体制を整えたところです。 

今後，地方振興事務所では，関係機関と連携のうえ， 

地域農業の振興に向けてこの取り組みを強力に推進していきます。            

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 

 

 

 
 

教育事務所では，小学生・中学生・保護者（家族）・学校の先生を対象に 2 名の臨床心理士によるカ

ウンセリングを年間 66 回実施しています。原則，毎週月・水曜日の 9 時 10 分から 16 時 40 分まで開

設しており，初めての方は 1 時間 10 分，継続の方は 1 時間程度相談を受けられます。月曜日は千葉紀

子臨床心理士，水曜日は神 麻希子臨床心理士が担当します。 
カウンセリングは予約が必要ですので，電話で事前にお申し込みください。予約状況については教育

事務所のホームページで確認することができます。心配ごと，悩みごとなどがありましたら，お気軽に

ご利用ください。相談は無料です。 
また，月曜日から木曜日までの間，在学青少年育成員も同様の教育相談を随時行っています。電話相

談や面談の申込は下記連絡先までお電話ください。 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
◆カウンセリングの申込み及び教育相談連絡先:大河原教育事務所（電話 0224-53-3111 内線 570） 
◆大河原教育事務所教育相談ホームページ  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ok-kyouiku/soudan-index.html 
【教育事務所】 

 お知らせ 

農地中間管理事業がスタートしました 

ゆったり・心スッキリ相談を開設しています 

農地中間管理事業の推進体制 

相談できること 

【小学生・中学生なら】 

・学校生活に関すること ・人間関係に関すること  

・心の健康に関することなど 

【学校の先生なら】 

・児童・生徒との関わり方 ・保護者との関わり方など 

【保護者（家族）なら】 

・子どもとの接し方 ・子どもの様子や行動 ・いじめや不登校など
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蔵王連峰を背景にした素晴らしい景観「みやぎ蔵王三十六景」の誕生 10 周年を記念して，仙南

地域の美しい景観とグルメを巡る“みやぎ蔵王三十六景ラリー”を開催します。 
みやぎ蔵王三十六景スポット（下記 10 か所）の看板に設置した「キーワード」を１つ以上と，

仙南地域の飲食店・直売所・温泉旅館などの「レシート」１枚以上を集めてご応募ください。抽

選で 30 名様に，仙南地域の特産品をプレゼントします。 
対象となるスポット・施設および応募方法など詳しくは下記ホームペー

ジをご覧ください。 
◎開催期間 平成 26 年 7 月 18 日（金）～10 月 31 日（金） 
◎応募期限 平成 26 年 11 月 7 日（金）当日消印有効 
◆みやぎ蔵王三十六景ラリーホームページ  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oksgsin-e/36kei-rally.html 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       【地方振興事務所地方振興部】 

仙南を巡って当てよう！“みやぎ蔵王三十六景ラリー” 

ラリーの対象となる“みやぎ蔵王三十六景スポット 10 か所”をご紹介！ 

白石城天守閣 四方山 御釜 こけし橋  横川やまびこつり橋 

大河原河川公園 

村田鎌研沢 

みちのく杜の湖畔公園 

丸森・金山・小斎

阿武隈川南岸 

●白石城天守閣／白石市 

伊達家の重臣片倉氏の居城としての歴史があり，平

成 7 年に復元された天守閣の最上階から，片倉小十郎

も眺めたであろう雄大な蔵王連峰の姿を望むことがで

きます。 

●四方山／角田市 

角田市の東端に位置する標高 272ｍの四方山。展望

台からは，雄大な蔵王連峰の大パノラマを眺めること

ができます。 

●こけし橋／蔵王町 

こけしのふるさと遠刈田で，訪れる人々を出迎えて

くれるこけし橋。こけしの微笑みに，蔵王も穏やかな

微笑を見せてくれます。 

●御釜 

みやぎ蔵王のシンボル「御釜」。刈田岳，熊野岳，

五色岳に囲まれた円形の火口湖のエメラルドグリーン

に輝く神秘的な水面は，見るものを魅了します。 

●横川やまびこつり橋／七ヶ宿町 

木地師の里，横川集落からほど近いやまびこつり橋

からは，雄大な不忘山が。周辺には長老湖や南蔵王青

少年旅行村など，お楽しみスポットが揃っています。

●丸森・金山・小斎阿武隈川南岸／丸森町 

山間を流れる阿武隈川も丸森～金山～小斎に入ると

川幅を広げ大きく蛇行します。清らかな阿武隈川の流

れごしに遠く蔵王連峰を望むことができます。 

●大河原河川公園／大河原町 

白石川堤沿いに整備された大河原河川公園。冬には

多くの白鳥と，雪の蔵王が出迎えてくれます。 

●みちのく杜の湖畔公園／川崎町 

四季折々の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。色とりどりの花壇越しに蔵王の山々

が雄大に横たわっています。 

●船岡城址公園／柴田町 

春には桜まつりでにぎわう船岡城址公園。山本周五

郎の小説「樅の木は残った」でも有名な樅の木付近は，

一目千本桜，白石川の流れ，そして残雪の蔵王が訪れ

る人の心を打つ絶景スポットです。 

●村田鎌研沢／村田町 

村田町の民話の里にほど近い村田鎌研沢。スポーツ

ランド SUGO，民話の里におこしの際は，ここからの雄

大な蔵王連峰を是非ご覧ください。 

みやぎ蔵王三十六景

スポットの看板 

白石城天守閣 四方山 御釜 こけし橋  横川やまびこつり橋 

丸森・金山・小斎

阿武隈川南岸 
みちのく杜の 

湖畔公園 船岡城址公園 村田鎌研沢 大河原河川公園 
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【狩猟免許試験について】 
新規に狩猟（わな猟も含む）を予定している方は，狩猟免許が必要となります。 
平成 26 年度の試験は下記により行われます。 
 

開催年月日 場    所 

平成 26 年 7 月 19 日（土）「全種」 宮城県クレー射撃場（村田町） 

平成 26 年 8 月 23 日（土）「全種」 宮城県行政庁舎（県庁） 

平成 26 年 9 月 13 日（土）「全種」 宮城県大河原合同庁舎（大河原町） 

※時間：午前 9 時 15 分から午後 5 時まで 
 
○問い合わせ先：林業振興部森林管理班（電話 0224-53-3252） 

【地方振興事務所林業振興部】 
 
 

 

※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。 

歳時記（６月～９月） 

平成２６年度狩猟免許試験のお知らせ 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
開催中～22日 ポピーまつり 川崎町 1～31日 とうもろこし「味来」販売推奨月間 村田町
開催中～30日 鎌先・小原温泉共通湯めぐり手形 白石市 2日 金津七夕 角田市

六 開催中～30日 第5回『たっぷり蔵王！キャンペーン』春の陣 白石市 八 9日 齋理幻夜 丸森町
開催中～7月31日 まるもりグリーン・ツーリズムおすそわけ博春～夏2014 丸森町 9日 蔵王トレイルラン 蔵王町
開催中～8月31日 特別展「仙台真田氏の名宝Ⅱ」 蔵王町 9～10日 白石夏まつり（パレード・花火大会） 白石市

月 開催中～11月23日 遠刈田温泉朝市 蔵王町 月 14日 かくだふるさと夏まつり 角田市
開催中～11月30日 ございん市 蔵王町 14～15日 遠刈田温泉仮装盆踊り大会 蔵王町
1日～30日 まるごとうーめんまつり 白石市 17日 宗高公まつり・花火大会 村田町
13～15日 そら豆まつり 村田町 中旬 夏の検断屋敷まつり 白石市
15日 丸森シルク和紙紙漉体験 丸森町 中旬 おおがわら夏まつり 大河原町
20～22日 上川名ホタル鑑賞会 柴田町 中旬 盆の菊即売会 柴田町
21日 能・狂言鑑賞会 白石市 23日 七ヶ宿火まつり 七ヶ宿町
21日 コスモハウス親子宇宙教室 角田市 24日 わらじで歩こう七ヶ宿 七ヶ宿町
21～22日 南蔵王夏山登山と星を観る会 蔵王町 下旬 バンドフェスタ in  しばた 柴田町
22日 笹巻きの会 白石市 上旬～11月上 石羽古碑かかし街道 丸森町
22日 うめ～梅まつりｉｎかくだ 角田市 14日 しろいし蔵王高原マラソン大会 白石市
22日 齋理ざっとむかし 丸森町 九 中旬 JAXA角田宇宙センター一般公開 角田市
27～29日 手作り甲冑　甲冑展 白石市 中旬 ポットマム展示即売会 柴田町
27～7月13日 第１回しばた紫陽花(あじさい)まつり 柴田町 月 中旬 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町
28日 高蔵寺ホタルまつり 角田市 中旬～下旬 ひまわりまつり(舘矢間ひまわり畑) 丸森町

中旬～10月下旬 みちのく公園・コスモス＆コキア de COKO フェスタ 川崎町
中旬～11月末 阿武隈ライン舟下り「いも煮舟」 丸森町

28～29日 ウチョウラン（羽蝶蘭）展 村田町 21日 仙南うまいもの祭 川崎町
29日 おおがわら梅まつり 大河原町 27～28日 新米まつり 村田町
5～6日 山野草展 村田町 下旬 角田ずんだまつり 角田市

下旬 しばたコメまつり 柴田町
七 下旬 齋理屋敷特別企画展「秋の盆栽展」 丸森町

19～20日 SUPER GTシリーズ第４戦 SUGO GT 300kmRACE 村田町 下旬～10月上旬 曼珠沙華（まんじゅしゃげ）まつり 柴田町

月 19～8月24日 夏フェア2014 川崎町
20日 丸森シルク和紙紙漉体験 丸森町
26日 ザ・フェスティバル in しばた2014 柴田町
26日 大河原夜市 大河原町
27日 伝統芸能フェスティバル 白石市
26日 みちのく川崎花火フェスタ 川崎町
26日～10月13日
の土日・祝日

みやぎ蔵王の星空観賞
「空中さんぽｄｅ星空さんぽ」

蔵王町

28～29日 全日本ロードレース選手権シリーズ第４弾
SUGOスーパーバイク120mile耐久レース

村田町

白石市,蔵王町,
七ヶ宿町,川崎町

蔵王連峰夏山登山中旬
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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 

次号は平成２６年９月の発行予定です 

青々としたつるむらさき 

 
 
 

 
 
 七ヶ宿町，蔵王町，川崎町では，夏秋いちごの収穫が 6 月から

始まります。 
暑さに弱いいちごを標高の高い夏季冷涼な気候を利用して，6

月～11 月の 6 ヶ月間出荷しています。品種は主に「すずあかね」

を導入し，果実の形は冬いちごとほぼ同様ですが，酸味はやや強

く，真っ赤になっても果肉がかたく日持ちがよいので，スイーツ

や加工品などに使用されています。 
栽培方法は高設ベンチ栽培で，環境への負荷を低減できる有機

質培地を使っています。病害虫防除では天敵などを利用して農薬

の節減栽培を実践しており，安全で高品質ないちごの提供を心がけ

ています。 
これからの季節も，県産いちごを使用しているケーキ屋さんで夏秋いちごに出会えるかもしれません。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 
 
 
東南アジア熱帯地域が原産の夏野菜「つるむらさき」の出荷が

今年も始まりました。 
蔵王町では昭和 47 年頃から栽培が始まっており，仙南地域は

全国有数の生産地となっています。今年は 2 月の大雪の影響で生

育が遅れていましたが，生産者の努力の成果が実り，無事に収穫

期を迎えました。     
つるむらさきはビタミンやカロテンを多く含み，カルシウムは

ほうれんそうの 4 倍も含まれています。旬を迎えるこれからは各

地の直売所に新鮮なつるむらさきが多数並びます。  
お浸し，天ぷら，和え物など様々な料理で楽しむことができま

すので，是非お召し上がりください。 

【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 

独特の粘りとツルリとした食感がたまらない夏野菜「つるむらさき」 

ケーキとの相性バッチリ「夏
か

秋
しゅう

いちご」の出荷が始まります 

粒のそろった夏秋いちご 


