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宮城県大河原合同庁舎 広報紙 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

角田市毛
け

萱
がや

の農産物直売所「産直ひろばあぐりっと」を運営

する「合同会社あぐりっとかくだ」では，地元産の農産物を使

った食品加工に取り組んでいます。弁当や総菜の製造をはじめ，

「高蔵寺大福」や「角田の菜の花はちみつプリン」などのオリ

ジナル商品を開発し，好評を得ています。 
 同社ではこのほど，品揃えの充実を図り，震災後の売上回復

を加速するため，宮城県（アグリビジネス経営基盤強化整備事

業）および角田市の補助事業を活用して，敷地内に新たな加工

施設を建設しました。 
 7 月 26 日には落成記念式

典が開かれ，角田市長をはじめ多くの来賓が出席して施設の完成を

祝いました。今後同社では，これまで蓄積してきた技術と経験を生

かし，角田市内の 3 つの「め」（米，梅，豆）や，多くの地域資源を

生かした加工品を製造・販売する予定です。 
 こうした事業展開は，地域の活性化と 6
次産業化をリードする取り組みとして，今後

大きな役割を果たすものと期待されていま

す。 

 

 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

「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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仙南地域の食の魅力を広くＰＲする食の祭典『みやぎ蔵王三十

六景「仙南うまいもの祭」2014』を 9 月 21 日（日）に川崎町の

国営みちのく杜の湖畔公園で開催しました。 
仙南各地から 28 ブースの出展があり，仙南地域の特色ある料

理，スイーツ，加工食品，農産物が一堂に集まりました。この日

は天候もよく，家族連れなど 7,000 人の来場客が詰めかけ，１時

間待ちの長蛇の列ができるブースもありました。 
会場では他にも，ザリガニ釣り，野菜クイズ，豆つかみゲーム

などのお楽しみコーナーや，特産品が当たるスタンプラリーなど

が行われたほか，むすび丸と仙南のご当地キャラクターも大集合

し，一日中賑わっていました。 

このイベントを通じて，仙台市など県内や隣県の方々に仙南の食を堪能していただき，仙南の食の魅

力を知っていただくことができました。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 

毎年 8 月は「道路ふれあい月間」です。日頃道路を利用してい

る皆さまに，道路とふれあい，愛着を持っていただくこと，道路

の重要性や役割をあらためて認識していただくこと，そして道路

を安全に美しく利用する気運を高めることを目的として制定され

ています。 

期間中の 8 月 8 日，大河原土木事務所では，宮城県建設技術協

会仙南支部と協働で，道路クリーンキャンペーンを実施しました。 

28 回目となる今年は，職員と協会会員を合わせて 88 人が参加

し，管内 6 地区の道路延長約 40 キロメートル区間にわたって清

掃活動を行い，総量 270 キログラムのゴミを回収しました。 

今後とも地域の皆さまに「道路」をより身近に考えていただき，

道路愛護活動の推進に御理解と御協力をお願いいたします。 

【土木事務所】 
 

 
 

 6 月 18 日，「水土里
み ど り

ネットせんなん」と「水土里ネットすみか

わ」の主催により，第 15 回「仙南地域の農業農村めぐり」が開催

されました。村田町立村田第二小学校の４年生１７人が学校近く

の農業水利施設等を見学し，農業用排水の流れをはじめ，地域の

農業や農村の持つ様々な役割などについて学びました。 
学校近くにある岩渕堰

ぜき

や南田排水機場では，川から水を取るあ

るいは川へ排水するポンプの仕組みを学び，村田ダムでは普段入

ることが出来ない管理棟などを見学。さらには東北電力遠刈田発

電所で水力発電について学びました。はじめて見る施設に子供た

ちは興味津々な様子で，熱心に説明に聞き入っていました。 
見学後のアンケートでは「ほ場整備で米作りが楽になると初め

て知った」「ダムは私たちの暮らしになくてはならないものだと感じた」などの感想があり，子どもた

ちにとって，楽しい思い出になったとともに，農業や水利施設に対する理解を深めた様子でした。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

仙南うまいもの祭 2014 を開催しました！ 

道路クリーンキャンペーンを実施しました 

第 15 回「仙南地域の農業農村めぐり」が開催されました 

清掃活動の様子 

南田排水機場にて 

仙南の豊かな食の魅力を PR 
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柴田農林高等学校森林環境科の 2，3 年生を対象とした林業体験学習が 7 月 28 日と 8 月 11 日に開催

されました。 
 本学習は，県内唯一の農林系高校である同校の生徒がより専門的な技術を習得できるように，例年夏

休み期間中に夏期講習として行っているものです。 
7 月の体験学習では，3 年生 18 人が川崎町森林組合の協力を得て，川崎町にある同校の演習林内でチ

ェーンソーによる間伐（立木の伐倒）作業を行い，また，同組合の作業現場では高性能林業機械（プロ

セッサ）を操作して丸太の生産体験を行いました。 
また，8 月には 2 年生 39 人が，同演習林内で，チェーンソーを用いた丸太切りや草刈り機械を使用

した刈り払い作業を中心に，林業の基本的な知識について学習しました。 
 普段の授業では経験することのない内容に，参加した生徒たちは一様に満足した様子でした。この体

験学習を通して，森林・林業に対する興味・関心の向上が図られ，将来の担い手が一人でも多く輩出さ

れることが期待されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【地方振興事務所林業振興部】 
 
 
 

6 月 24 日，大河原町金ヶ瀬の特設会場で，仙南地域畜産振興

協議会の主催により，「第 20 回仙南地域和牛共進会」が開催され，

和牛改良に取り組む農家など約 120 人が参加しました。 
和牛共進会とは，「仙台牛」で知られる黒毛和牛の娘牛や母牛

の改良や育成管理の成果を競い合うもので，時代のニーズに合っ

たさらなる和牛改良を進めるための重要な大会となっています。

当日は，生産農家が日頃から丹精込めて育て上げた牛を一列に並

べ，比較審査が行われました。  
今回は管内からえりすぐりの 52 頭の出品がありましたが，体

型や品位など雌らしさを備え，発育性に優れたものが多く，生産

農家が改良や飼養管理技術向上に熱心に取り組んだ跡がうかが

えました。 
平成 29 年に仙台市で開催される和牛のオリンピック「第 11 回全国和

牛能力共進会宮城大会」での上位入賞獲得に向け，和牛生産農家の士気

はますます高まっています。 
 

 
【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 

 

柴農生，リアル『ＷＯＯＤ ＪＯＢ！（ウッジョブ）』を体験 

第 20 回仙南地域和牛共進会が開催されました 

チェーンソーによる間伐（伐倒）作業 高性能林業機械による丸太の生産 

和牛を整列させての比較検査 
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8 月 31 日に大河原町内 4 カ所において，「宮城ヘルシー2014
ふるさとスポーツ祭大河原管内大会」を開催しました。管内 2
市 7 町から選手，競技役員，審判，一般参加者など，約 800 人

が集い，スポーツやレクリエーションで交流を深めました。 
この大会は，スポーツ・レクリエーションを通じて，県民の生

活がより一層充実したものになることを目指し，従来の「健康ま

つり」に代わる大会として，平成元年度にスタートしました。 
 今大会では，ゲートボール，ソフトボール，家庭バレーボー

ル，グラウンド・ゴルフ，ペタンクの５種目で，各市町から選

ばれたチームが優勝をめざし，多くの熱戦が繰り広げられまし

た。競技だけでなく，ニュースポーツ体験コーナーや健康コーナーを設け選手以外の方々も楽しめる大

会になりました。                                
【教育事務所】 

 
 
 東日本大震災により大きな被害を受けた海岸林への本格的な苗木植栽が始まっています。県農林種苗

農業協同組合では，生産技術マニュアルを作成して，蔵王町内の苗畑を中心にクロマツ苗木の先駆的な

栽培方法に取り組み，苗木生産を進めています。これにより，苗木の安定供給のための生産体制づくり

や，健全な苗木育成のための生育管理の重要性について，各生産者の認識が深まっています。 
今後は，約 1,000 ヘクタールの海岸林に 10 年間で 500 万本のクロマツが植栽される予定です。 

 成長した海岸林の中には，県管理となる箇所もあります。林業振興部では，将来を見据えて同組合と

連携し，苗木の品質管理等について，各苗木生産者への指導・助言を進めてまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【地方振興事務所林業振興部】 
 

 
7 月 28 日，アフリカマラウイ国水開発かんがい省の技術者 4

人が，技術力向上を目指して当管内で研修を行いました。地域住

民とともに作るワークショップ形式の計画手法について説明を

受けた後，その手法を踏まえて実際に整備された施設をはじめ，

農業用水の取水施設や円筒分水工（土木学会選奨土木遺産）など

の施設見学を行いました。 
研修員は，様々な意見を一つの方向にまとめる手法や，その際

の行政の関わり方，取水施設の構造等について，熱心に意見を交

わしていました。帰国後のかんがい施設整備の推進に大いに役立

つ研修になったことでしょう。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

海岸林復旧へ向けて～蔵王町内苗畑からクロマツ苗木を供給～ 

宮城ヘルシー2014 ふるさとスポーツ祭大河原管内大会を開催しました！ 

マラウイ国農業水利技術者が研修に来ました 

チーム一丸となって汗を流しました

蔵王町内のクロマツ苗畑 山元町内の海岸林植栽状況 

熱心にメモをとる研修員 
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9 月 4 日に白石市ホワイトキューブを会場に，仙南地域の工業系

及び農業系高校の 1，2 年生 300 人を対象に「仙南地域ものづくり

企業説明会」を開催しました。本会は，高校生の「ものづくり」

への関心や興味を引き出し，技能習得に対する意欲の増進を図り，

優秀な産業人材の育成を目指す取組として平成 23年度から開催し

ています。今年度からは新たに食料品製造企業を加え，「食料品製

造業の人材育成」も視野に入れた取組としています。 
講演では，アイリスオーヤマ株式会社家電開発部マネージャー

の小野恭
やす

裕
ひろ

氏に同社の主力製品であるLED電球の開発に携わった

経験を基に「ものづくり」の

やりがいや楽しさ，大切さを

お話ししていただきました。 
会場を移して行った高校生と製造企業 32 社との情報交換では，

「ものづくり」の現場で働く人たちが製品の模型，部品や食品な

どを見せながら，「ものづくり」の取組を具体的に説明し，高校生

からの質問に答えていました。製造現場の話を直接聞くことで，

高校生たちは企業の「ものづくり」を肌で感じたようでした。 
今後も，「地域の人材は地域で育てる」の基本理念の下，地域の

製造企業や高校との連携により，仙南のものづくり産業を支える

人材の育成に取り組んでいきます。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 

 

 

秋のイベント“芋煮会”に欠かせない野菜といえば「さといも」。蔵王町は土質を活かしたさといも

の産地で「粘りが強く，おいしい」と高い評価を得ています。楕円
だ え ん

形で柔らかい「土
ど

垂
だれ

系統」が多く作

付けされており，マルチ栽培によってより早く出荷できるように工夫し，9 月中旬頃から出荷されてい

ます。夜の気温が下がるにつれて，さらにおいしいさといもが続々出荷されますが，たくさん購入して

保存しておくと冬中利用できます。保存するときは 15℃程度の場所で，乾燥しないように管理しましょ

う。 

 通常さといもは，子いもと孫いもを食用にしていますが，蔵王町では，ほとんど販売されない親いも

を利用した「コロッケ」や「どらやき」「シュークリーム」などのお菓子も販売されています。蔵王町

にお越しの際には，紅葉も楽しみながら，是非，さといもをご賞味ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

  オススメ！こだわりの食材情報 

仙南地域ものづくり企業説明会を開催 

芋煮会の主役・とろ～りおいしい蔵王のさといも 

さといもを使った料理やお菓子 

講演する小野マネージャー 

高校生と企業との情報交換 

出荷を待つさといも 
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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

しみスポットがそろっています。 

 

 

仙南地域では夏以降，ブルーベリー，桃，梨，りんご，いちじ

く，柿など多種多様な果物が収穫・販売されています。その中で

も特に日本梨は，蔵王町が県内一の産地として有名で，仙台圏の

みならず関東や大阪にも広く出荷されています。 

 蔵王町では平成 11 年からＪＡみやぎ仙南が設置した梨の共同

選果場を稼働しておりましたが，今年度，果実を破壊せずに糖度

や大きさなどを光センサーで計測できる最新の選果機にリニュ

ーアルしました。この機械で選別した梨のうち，一定以上の糖度

や大きさの梨は，「蔵王ブランド梨プレミアム」として出荷・販

売されています。蔵王町内の一部の直売所で販売しておりますの

で，おいしさが保証された最高の梨を是非ご堪能ください。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 

 

 

 

 

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”を開催中です。 
みやぎ蔵王三十六景スポット（対象 10 カ所）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」を１枚以上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大河原地方振興事務所のホームページをご覧

ください。 
◎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】 

横川やまびこつり橋（よこかわやまびこつりばし） （七ヶ宿町） 
 
 やまびこつり橋がある横川は，かつて「木地師

き じ し

の里」として

知られていました。木地師とは，ろくろを使って木製の器具造

りをなりわいとした人々で，こけし工人のルーツと言われてい

ます。彼らは角田の殿様に命ぜられ，足軽としてこの地に根付

き，明治末期まで木地挽
び

きをなりわいとしていましたが，時代

の流れとともに徐々に木地挽きは影を潜めていきました。 
 昭和 61（1986）年，失われつつある伝承を後世に伝えよう

と横川の人々によって「木地の里記念碑」が建立されましたが，

残念ながら現在，「木地」をなりわいとしている人はいません。

 やまびこつり橋からは，とても清らかな渓谷と蔵王連峰最南

端の不忘山が一望でき，紅葉の美しさは他に類がないと言われ

ています。木地師たちもこの景色を眺めたのでしょうか。 

 

光センサーで選果される蔵王のブランド梨 

 お知らせ 

仙南を巡って当てよう！“みやぎ蔵王三十六景ラリー”開催中！ 10 月 31 日(金)まで 

「蔵王ブランド梨プレミアム」 

みやぎ蔵王三十六景 秋のお勧めスポット 

三十六景ラリー

対象スポット 
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※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。 

【地方振興事務所地方振興部】 

 

 

 

宮城県では「宮城県動物愛護管理推進計画」に基づき，保健所で収容し

た犬猫の殺処分を減らすため，新たな飼い主に譲渡する動物愛護事業を推

進しています。 

譲渡動物の新たな飼い主を希望する方は，下記連絡先までお電話くださ

い。また，下記仙南保健所ホームページに譲渡動物情報を随時掲載してい

ますので，是非ご覧ください。保健所に収容された犬猫が，新しい飼い主

さんと巡り会い幸せな生涯を送れるようにご協力をお願いします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

◆仙南保健所 獣疫薬事班 電話 0224-53-3119 
ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sn-hohuku/joutoken.html 

 

【仙南保健所】 

歳時記（１０月～１２月） 

犬・猫の譲渡を行っています 

処分される犬猫を減らすため，飼い主さんへのお願い 

〇望まない生命が産まれないように避妊や去勢をお願いします。 

○適切なしつけをして家族と共に幸せに最後まで生活できるように心がけましょう。 

○迷子防止のため，首輪に鑑札，迷子札，マイクロチップなどを着けましょう。 

○行方不明になってしまった時には，すぐに保健所に連絡をお願いします。 

譲渡されて幸せな，ななちゃん（上），ぷりんちゃん（下） 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
～10月31日 みやぎ蔵王三十六景ラリー 県南エリア 2日 阿武隈リバーサイドマラソン大会 角田市

～11月30日 おすそわけ博・秋 丸森町 8～9日 白石市農業祭 白石市

十 1日～11月30日 たっぷり蔵王！キャンペーン2014 蔵王町 8～9日 JAみやぎ仙南フェスティバルｉｎ角田 角田市

4日 鬼小十郎まつり 白石市 8～9日 七ヶ宿湖そば街道・新そばまつり 七ヶ宿町

4日 かくだ！ほろ酔い祭り 角田市 8～9日 蔵ｉｎｇ村田新そばまつり 村田町

月 4～5日 全国伝統こけしろくろまつり 蔵王町 9日 秋の検断屋敷まつり 白石市

4～5日 しばた匠まつり 柴田町 中旬 駅前にぎわい市 大河原町

5日 しばたB級グルメフェスティバル 柴田町 中旬 丸森ウォークラリー大会 丸森町

5日 サイクルフェスタ丸森2014 丸森町 中旬 ヤーコンまつり 丸森町

7日～11月3日 シルクフェスタin齋理 丸森町 22日 しばた柚子フェア 柴田町

11～12日 ございん市「里いもまつり」 蔵王町 23日 ひっぽ筆まつり 丸森町

12日 秋の幸まつり 七ヶ宿町 下旬 ころ柿作り体験 丸森町

12日 大高山神社秋の例大祭 大河原町 下旬 自然薯じゅうねん収穫祭 丸森町

12日 蔵の町むらた　布袋まつり 村田町 上旬 みやぎ蔵王えぼしスキー場開き 蔵王町

12日 青根温泉感謝祭 川崎町 上旬 みやぎ蔵王すみかわスノーパーク開き 蔵王町

12～13日 東北こども博 柴田町 上旬 シクラメンまつり 柴田町

17～19日 白石城下きものまつり 白石市 上旬 齋理のクリスマスコンサート 丸森町

17～19日 みやぎ村田町蔵の陶器市 村田町 上旬～25日 しばた光のページェント 柴田町

18日 かくだ利き酒3酒競技会 角田市 上旬～下旬 船岡城址公園光ライトアップ＆イルミネーション 柴田町

18～19日 蔵王町産業まつり 蔵王町 上旬～1月上旬 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

19日 とくら祭り 角田市 上旬～3月末 阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町

20日～11月13日 みやぎ大菊花展柴田大会 柴田町 19日 みやぎ蔵王白石スキー場開き 白石市

25日 七ヶ宿湖一周ウォーキング 七ヶ宿町 中旬 みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場開き 七ヶ宿町

25日 全日本石投げ選手権大会 丸森町 中旬 みやぎ蔵王セントメリースキー場開き 川崎町

26日 おおがわらオータムフェスティバル 大河原町 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

26日 みやぎ川崎秋の収穫祭 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

28日～11月3日 秋の大洋蘭展 村田町 中旬～3月中旬 みやぎ蔵王の樹氷めぐり 蔵王町

1～2日 蔵王高原大根狩り＆チーズフェア 蔵王町 20～21日 宇宙クリスマスin台山 角田市

1～2日 ございん市「収穫感謝祭」 蔵王町 31日 除夜の鐘を鳴らす会 白石市

1～2日 丸森まるごとふる里の秋 大感謝祭 丸森町

十
一
月

十

一

月

十
　
二
　
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 

次号は平成２６年１２月の発行予定です 

 

 

 福島第一原子力発電所事故の影響により，一部地域の野生キノコの中には，高い放射線量が検出され

るものがあります。野生キノコを安心して食べるために，次のことに注意しましょう。 

 

プラス１ 野生キノコは，放射性物質以外にも要注意！ 

「見たことがない，知らない，判断に自信が持てない」野生キノコは，「毒キノコ」かもしれませ

ん。「①採取しない」「②食べない」「③人にあげない」ことを徹底してください。 

 

 

 

 

 

※なお，野生キノコを食べて体調に異変を感じたら，すぐに医療機関の診察を受けてください。食べた野生キノコが残

っている場合は，病院に持ち込み，治療の参考にしてもらってください。 

【地方振興事務所林業振興部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

その１ 野生キノコを採取しに行く前に情報をチェック！ 

採取に出かける前に，県や市町村，農林水産省（農水省）のホ－ムペ－ジ等により野生キノコの検

査結果や出荷制限等の情報を確認し，十分注意いただいた上で採取願います。 

【農林水産物の放射能測定結果及び出荷制限状況】 

宮城県：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/nuclear-index.html 

農水省：http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_chosa/ （放射能測定結果）  
http://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/kinoko/syukkaseigen.html （出荷制限状況） 

その２ 採取した野生キノコを食べる前に必ず検査を！ 

 採取した野生キノコは，食べる前に市町村への持ち込み検査等による放射能検査で安全をご確認願

います。安全が十分確認できない場合は，食べるのを控えて下さい。 

その３ 採取した野生キノコの販売をお考えの方へ 

出荷制限を受けている野生キノコは，販売することはできません。上記のホームページ等で出荷制

限状況等を確認してください。食品中の放射性物質が基準値（100 ベクレル／キログラム）以下であ

り安全であることが確認されなければ，販売することはできません。検査機関については次のアド

レスを参照。http://www.r-info-miyagi.jp/r-info/measure_org/ （放射能情報サイトみやぎ） 

 
 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 

野生キノコ 3 つのお願い プラス 1 ～野生キノコを採取等する前に注意しましょう！～ 

【ツキヨタケ】 【クサウラベニタケ】

毒キノコの例 


