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宮城県大河原合同庁舎 広報紙 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農村レストラン「縄文の幸」の開設，遊休農地を活用したコス

モス祭りやホタル観賞会の開催，貝塚周辺の公園化，里山ハイキ

ングの整備等による都市部との交流を積極的に行ってきた「柴田

町上川名地区」が「豊かなむらづくり全国表彰事業」で東北農政

局長賞を受賞しました。 
この賞は，地域の連帯感の醸成及びコミュニティ機能の強化を

図り，農林漁業及び農山漁村の健全な発展に資することを目的と

したもので，農林水産省と公益財団法人日本農林漁業振興会が共

催で実施している表彰事業です。 
上川名地区では，人口減少，高齢化，農家離れが進み，地区の

将来に不安を感じた有志が立ち上がり，平成 22 年 7 月に「上川名

地区活性化推進組合」を結成し，農村レストラン開設をはじめ，

地域資源を活用した都市住民との交流拠点づくり，将来の地区営

農を考えたほ場整備や集落営農組織の立ち上げに向けた活動など

を 4 年にわたって実施してきました。今回の受賞は，こうした地

域の自主的かつ積極的な活動がモデル的であるとして高く評価を

受けたものです。 
農業農村整備部では，今回の受賞を契機に，同地区の更なる活

性化を支援するとともに，このような活動が他地区へも広がるよ

うな取り組みを行っていきます。 
【地方振興事務所農業農村整備部】

「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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 Ｔｏｐｉｃｓ ～宮城県大河原合同庁舎の取り組みを紹介します～ 

みやぎ蔵王三十六景 

「柴田町上川名地区」が豊かなむらづくり全国表彰事業で東北農政局長賞を受賞 

表彰式の様子 
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10 月 18 日・19 日に仙台市内で開かれた「みやぎまるごとフェスティバル」に合わせて｢宮城県農林産

物品評会」，「宮城県花き品評会｣が開催され，管内から出品された農林産物及び花きが表彰を受けまし

た。 

 
角田の原木しいたけ（施設栽培）が農林水産大臣賞を受賞！ 

 
林産物は，当管内から，生しいたけ 2 点，くり 1 点が出品され，

角田市の遠藤敏行氏の原木しいたけ（施設栽培）が栄えある農林水

産大臣賞を受賞しました。 
県内では放射性物質の影響により，露地栽培の原木しいたけの出

荷制限の解除がなかなか進まず，安全なしいたけ原木を他県から購

入して栽培しています。 
 このような厳しい環境の中，肉厚で均一なしいたけを栽培するの

は至難の業。仙南地域からの受賞も久しぶりであり，当地域はもと

より県内生産者の生産意欲向上につながることが期待されます。 
【地方振興事務所林業振興部】 

 
農産物・花きでも続々入賞！ 

 

 農産物では，当管内から 5 品目 62 点が出品され，6 人の生産者が

受賞しました。中でも，なし，さといもは宮城県知事賞 1 等賞に選

ばれました。 
 花きでは 11 品目 35 点が出品され，金賞，銀賞それぞれ 4 人が受

賞しました。 
 いずれの出品物も，生産者の日頃の努力がうかがえる素晴らしい

ものでした。大河原農業改良普及センターでは今後とも，生産者の

方々の技術向上に向けた支援を行っていきます。 

 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 

 

 
12 月 2 日に大河原合同庁舎で開催したこの研修会は，仙南地

域において「富県宮城」を推進するため，民間で活躍されてい

る方のマインドや行動などを学ぶものです。当日は県職員や管

内の市町職員，企業関係者など 69 人が参加しました。 
今回は，蔵王町商工会会長の佐藤正彦氏から，蔵王の新ブラ

ンド牛「蔵王爽清牛」や「蔵王爽清牛コロッケ」の開発に至る

までの，関係者と連携した取組についてお話をいただきました。 
今まで廃棄されていた物を飼料や原材料とし，新たな経済的

価値を生み出す発想と，地域の利益のために失敗を恐れず何事

もあきらめないという姿勢は，地域振興及び産業振興を進めて

行く上で常に持ち続ける必要があるということをあらためて認

識する大変貴重な機会となりました。 
 【地方振興事務所地方振興部】 

平成 26 年度宮城県農林産物品評会，花き品評会で仙南の農林産物が受賞！ 

富県宮城人づくり研修会を開催しました 

受賞した原木しいたけ 

花き品評会で金賞を受賞した 

角田市のプラチナケール 

新ブランド牛開発の経緯を話す 

佐藤会長 
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11月 5日に県道大河原高倉線の合同庁舎前と柴田農林高校前

の花壇に花苗を移植しました。今年の 6 月に引き続き，今回は

冬春用のパンジーと葉ボタンの苗 600 株を宮城県建設業協会仙

南支部から提供していただき，土木事務所職員と仙南支部会員

の皆さんと協働で実施したものです。道路愛護精神の高揚を図

るとともに，来庁される皆様に季節の訪れを感じていただけた

らと思います。 
 また，県ではスマイルサポーターとして道路や河川などの美

化清掃活動を行っていただくボランティア団体等を募集してい

ます。地域の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。詳し

くは大河原土木事務所ホームページをご覧ください。 
◆大河原土木事務所ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ok-doboku/ 

【土木事務所】 

 
 

 
 大河原合同庁舎で防疫演習を開催しました 

 
11 月 11 日，大河原合同庁舎において，市町，畜産関係者，合

庁各公所，東北農政局，建設業協会等約 90 人が参加し，「高･低

病原性鳥インフルエンザ」及び「口蹄疫」発生に備えた防疫演習

を開催しました。前半は各伝染病の特徴及び防疫対応について学

んだ後，宮崎県で発生した口蹄疫防疫対応事例の動画及び現地地

方支部防疫対策マニュアルの確認を行いました。 
後半の実技演習では，12 人が保健福祉事務所職員の指導による

防護服の着脱，生きた鶏を用いた捕鳥及び密閉容器への移入作業，

消毒マットの敷設及び動力噴霧器による車両消毒作業の訓練を行

いました。生きた鶏を用いての捕鳥作業については，演習初の試みとなりました。実演者は，訓練を通し

て自らの役割を認識し，各部と連携をとりながら防疫対応することの重要性を再確認しました。 
【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 

 
宮城県建設業協会仙南支部でも伝染病発生に備えた準備に取り組んでいます 

 
11 月 19 日には，建設業協会仙南支部が，仙南建設会館におい

て，家畜伝染病の発生に備えた机上学習と防護服の着脱訓練等を

行いました。同協会では，平成 22 年 9 月に県と「家畜伝染病発生

時における緊急対策業務への協力」に関する協定を締結しており，

協会各支部は埋却作業を担当することとなっています。 
机上学習では，県が新たに作成した家畜伝染病発生時の埋却作

業マニュアルをもとに，大河原地方振興事務所農業農村整備部か

ら具体的な手順等を説明しました。また，大河原家畜保健衛生所

からは，家畜伝染病の基礎知識や，防護服の着脱方法を説明し，

その後防護服を着てのショベルローダの模擬運転を行いました。今回の訓練は，同協会 9 支部の中で初の

試みとなりました。 
【地方振興事務所農業農村整備部】 

合同庁舎前の県道に季節の花を植えました 

高病原性・低病原性鳥インフルエンザ及び口蹄疫に備えた防疫演習を開催 

花苗を植えている様子 

生きた鶏の捕鳥訓練 

防護服を着ての操縦
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仙南地域のものづくり企業の製品開発等の競争力を強化する

ため，11 月 14 日に柴田町の仙南地域職業訓練センターで「仙南

地域ものづくり企業技術力向上促進セミナー」を開催しました。 
セミナーでは，下請け型の取引形態からの脱却を目指し，もの

づくりの経験がないものの，バス整備で培った自社技術と企画実

行力を生かしてバス路肩灯「シャインマーカー」を開発・製品化

して市場で成功を収めている(株)ヴィ・クルー（白石市）の取組

をはじめ，進展著しいデジタル技術の代表である 3D プリンター

の世界的な活用の広がりや活用方法，さらに自動車部品メーカー

の人材育成や生産管理について学びました。 
市場のグローバル化による工場の海外移転や，消費増税による消費の冷え込み，円安による輸入原料の

価格上昇など，企業を取り巻く状況は依然厳しい状況ですが，当所では今後も地域の製造業の競争力強化

に向けた取組を支援していきます。 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 

11 月 8 日・9 日の両日，白石ホワイトキューブの特設会場で，

「仙南地域畜産物地産地消フェア」が開催されました。 
今年で 6 回目となるこのフェアは，仙南地域で生産・製造販

売される「ご当地」の畜産物と畜産物加工品を直接販売や試食

で PR し，管内畜産物等の認知度の向上と消費拡大を図ることを

目的としており，第 36 回白石市農業祭と同時開催されました。 
ハム・ソーセージ，チーズ類のほか，焼豚や串もの，スープ

など多岐にわたる商品が各ブースに並び，会場に多数詰めかけ

たお客さまの関心を引いていました。また，仙台牛の無料試食

会も行われ大変なにぎわいとなりました。 
その他，蔵王野鳥の森自然観察センターによるウサギとのふれあい・クラフトづくり体験の各特設コー

ナーでは，たくさんの来場者のはじけるような笑顔が見られました。 
【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 

 
    

11 月 7 日に蔵王町及び七ヶ宿町を巡るモニターツアー「仙南『食』

の発見・体験・探検ツアー」を開催しました。 
このツアーは，訪問地での体験や地域住民との交流を重視した

ニューツーリズムが仙南地域の交流人口や消費の拡大に及ぼす効

果を検証することを目的としたもので，管内の県の機関で構成さ

れる大河原地方行政連絡調整会議が企画・実施しました。 
 当日は天候に恵まれ，富谷町の小中学校の PTA 役員を中心に 10
人が参加し，蔵王酪農センター，「農民そばや 芭蕉庵」，白石川源

流「鏡清水」，七ヶ宿ダム及び「道の駅七ヶ宿」を訪問しました。 
蔵王酪農センターではチーズ作り体験，「道の駅七ヶ宿」では，

町内の「炭クッキー」生産者との交流会を実施しました。参加者からは，「体験や見学はとても印象に残

り，食に対する安全を考えるきっかけとなった」といった感想などが寄せられ，ツアーは好評のうちに終

了しました。                         
【地方振興事務所地方振興部】 

仙南「食」の発見・体験・探検ツアーを開催しました 

仙南地域ものづくり企業技術力向上促進セミナーを開催しました 

第 6 回仙南地域畜産物地産地消フェアを開催しました 

質疑応答の様子 

多くの来場者で賑わいました 

チーズづくりの様子 
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大河原管内では近年，イノシシによる農作物被害が急増してい

ます。農業振興部では今年丸森町峠地区をモデル地区に設定し，

イノシシ被害の減少を実証するためのほ場を設置して，集落環境

の点検やイノシシの生態に関する勉強会を行ってきました。 
11 月 12 日には丸森町内で，猟友会の会員を対象に，捕獲技術

の向上を図るための研修会を開催しました。栃木県から講師を招

き，捕獲方法等についての講義を受けた後，箱わなを設置してい

る現場を回り，効果的な設置方法等について実地で検討しました。 
 また，11 月 16 日には丸森町民を対象に，電気柵の設置方法に

ついて講義と実技を交えた研修会を開催しました。参加者からは，「イノシシ被害を防ぐには正しく電気

柵を設置する必要があることが理解できた」という声が聞かれました。 
                     【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 

 
 
 

○狩猟期間 

 狩猟期間は法律に基づき，宮城県では毎年 11 月 15 日から翌年

2 月 15 日までの 3 か月間となっていますが，県内一部地域にお

いては，狩猟期間を延長しています。 
 大河原管内のイノシシについては，狩猟期間が延長されてお

り，銃猟は平成 27 年 2 月 28 日まで，わな猟は平成 27 年 3 月

31 日までとなっています。 
 なお，狩猟期間は都道府県によって異なる場合があるので，注

意が必要です。 

 
 

○山に入る時には，十分ご注意ください 

 狩猟者は，ル－ルを厳守し，マナ－を守って狩猟を行っていますが，残念ながらこれま  
で狩猟による事故がおきています。  
 山に入られる方は，周辺で銃やわなによる狩猟を行っている場合がありますので，人が  
いることを周囲に知らせるために，オレンジ，イエロ－，ピンク色など，森の中でも目立

つ色の服装を心がけ，十分に注意してください。  

 
  
 
 
 

 
 
 

【地方振興事務所林業振興部】 

 
 

鳥獣害低減に向けたモデル地域の育成に取り組んでいます 

説明を熱心に聞く参加者 

 お知らせ 

冬期は狩猟の期間です～山に入るときはご注意ください～ 

箱わなのイメージ 

注意！ 

〇白色は目立ちやすいですが，鹿のおしりと間違えられるので危険です！ 

〇狩猟以外でも鳥獣被害防止を目的とした有害鳥獣捕獲が行われており，可猟区以 

外であっても箱わな等が設置されている場合があります。 
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 これから 3 月末ごろまで，ハクチョウやカモなどの渡り鳥をは

じめとした野鳥を目にする機会が増える季節となります。野鳥に

対しては，以下の点に注意し，正しい情報に基づいた冷静な対応

をお願いいたします。 

  

その１ 野鳥にはさわらない 

 鳥インフルエンザは，感染した鳥と濃密に接触するなど特別な

場合でない限り，通常の状況では人に感染しないと考えられてい

ます。 

 しかし一般に，野鳥には体内や羽毛などに鳥インフルエンザウイルス以外にも，細菌や寄生虫などの病

原体がいるので，素手でさわるなどの，直接的な接触は行わないようお願いします。 

 なお，野鳥（排泄物含む）を素手でさわった場合は，すぐに石けんなどを使った手洗いやうがいを行っ

てください。 

 

その２ もしも野鳥が死亡しているのを見かけたら 

 死亡した野鳥を見つけると，「鳥インフルエンザで死亡したのではないか？」と不安になることも

あるかもしれませんが，野鳥が死亡する原因は，餌が採れないための衰弱や，急激な環境の変化による影

響など，様々な理由が考えられるため，すぐに鳥インフルエンザで死亡した鳥であることを疑う必要はあ

りません。 

もしも，同一の場所でたくさんの野鳥が死亡しているような不審な状況があった場合は，野鳥に近づき

すぎないよう注意の上，最寄りの市役所，町役場または大河原地方振興事務所林業振興部（TEL 
0224-53-3252）までご連絡ください。 

 

その他…野鳥との過剰な接触はご遠慮ください 

 野鳥には姿が美しく愛らしいものがいて，思わず手を差しのべたくなるものですが，人による餌付けな

どの過剰な接触は，野鳥の生活を乱し人の生活環境や生態系にも影響を与えます。 

 観光等で渡り鳥の飛来地を訪れる際や散歩などで野鳥に接する時には，安易な餌付けは行わない，一定

の距離を保つなどのご配慮をお願いいたします。 

【地方振興事務所林業振興部】 

 
 
 

仙南保健所では，毎月「せんなん感染症情報」を発行し，大河原管内における感染症の流行状況や，

流行が見られる感染症の正しい知識・感染予防等に関する情報を提供しています。管内の高齢者入所施

設，障害者（児）入所施設，保育所，幼稚園，市町保健福祉担当課等に配布する他，仙南保健所のホー

ムページ（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sn-hohuku/）にも掲載しています。 
12 月号では，RS ウイルス感染症について特集しています。また，現在流行中のインフルエンザにつ

いては，11 月号に特集していますので，是非ご覧ください。 

 
 
 
 
 
 

【仙南保健所】 

渡り鳥などへの接し方～鳥インフルエンザへの備え～ 

「せんなん感染症情報」を発行しています 

仙南保健所感染症予防キャラクター「てあらっこ」

インフルエンザに注意！ 
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平成 26 年本県産米の概算金が過去最低水準となり，米価の下落が本県の農家経済に対し大きな影響を

与えることが懸念されるため，県では平成 26 年 10 月 1 日から当分の間「米価下落に伴う営農相談窓口」

を設置しています。相談窓口では，米価下落により営農継続等に不安を持つ農業者の方の，営農の安定継

続等に向けた各種相談を受け付けています。 

  
こんな相談を受け付けています… 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
大河原管内相談窓口：大河原地方振興事務所農業振興部 TEL 0224-53-3289 

相談時間：祝祭日を除く月曜日から金曜日までの 8:30～17:15 

 
 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 
 

 

 

※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】 

歳時記（１２月～３月） 

米価下落への対策について 

水田を活用した生産計

画や低コスト栽培技術

に関する相談 

営農資金に関する相談

収入減少影響緩和対策

等の水田営農に関する

制度等についての相談

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
1日～3月25日 阿武隈ライン舟下り「こたつ舟」 丸森町 18日～3月15日 みやぎ蔵王スノーシューdeアニマルトラッキング 白石市

十 5日～1月5日 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 一 23日 クリスマスローズ展 村田町

二 6日～28日 しばた光のページェント 柴田町 14日 かくだどんと祭はだか参り 角田市

6日～1月10日 メタセコイアの奇跡！光り輝け槻木駅 柴田町 　 24日 えぼし雪上花火大会 蔵王町

月 13日～3月15日 樹氷観賞ツアー 蔵王町 月 25日～3月3日 弥治郎こけし村「雛の宴展」 白石市

16日～1月25日 齋理屋敷冬の企画展「齋理の歳迎え」 丸森町 31日～2月1日 クリスマスローズ展示即売会 柴田町

31日 除夜の鐘を鳴らす会 白石市 上旬 長泉寺豆まき 角田市

1日 初日の出を拝む会（白石城） 白石市 上旬 雪だるま・雪像コンテスト 七ヶ宿町

1日 太陽の村「初日の出」 柴田町 上旬 青根温泉雪あかり 川崎町

1日 船岡城址公園「初日の出」 柴田町 二 上旬 みちのく公園「かまくらまつり」 川崎町

1日～3月1日 樹氷の家めぐり 蔵王町 上旬～3月下旬 こけしびなまつり 蔵王町

一 2日 日本刀初打ち 白石市 上旬～3月下旬 齋理屋敷春の企画展「齋理の雛まつり」 丸森町

2日 弥治郎こけし初挽き 白石市 月 中旬 角田市子どもフェスティバル 角田市

3日～4日 道の駅「村田」新春初売り 村田町 中旬 七ヶ宿雪合戦大会 七ヶ宿町

月 7日 七草の会（武家屋敷） 白石市 中旬～3月中旬 角田市郷土資料館企画展「雛人形」 角田市

10日～12日 新春ふるさとまつり 川崎町 下旬 ＴＢＣ杯みやぎ蔵王スキー大会 蔵王町

11日 冬の検断屋敷まつり 白石市 下旬～3月上旬 かくだ牟宇姫ひなまつり 角田市

11日 碧水園舞台清め式 白石市 上旬 南蔵王ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ大会・スキー技術選手権大会 白石市

11日 齋理のお雑煮お振る舞い 丸森町 三 上旬 七ヶ宿ジャイアントスラローム大会 七ヶ宿町

14日 刈田嶺神社暁詣り 蔵王町 上旬 ゆる・ぷら雛まつり 柴田町

18日 碧水園初釜「新春茶会」 白石市 中旬 小斎鹿島神社奉射祭（やぶさめ） 丸森町

18日 新春囲碁・将棋大会 白石市 月 下旬 小京都むらた写真展 村田町

下旬 むらた町家の雛めぐり 村田町
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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２７年３月の発行予定です 

 

仙南地域では山沿いの各市町でそばが栽培されていますが， 

 

 

白石市および川崎町では，収穫したそばの食味を向上させた

「寒ざらしそば」が作られています。 
 この「寒ざらしそば」は，厳冬期の 1～2 月に，玄そば（挽

いてそば粉にする前のそばの実）を入れた袋を山間の清流に沈

め，10 日間以上流水に漬けることによってそばの風味と甘さを

引き出すというものです。 
 川から引き上げられたそばは，3 月以降に両市町の協賛店で

手打ちそばとして提供されており，そば生産者と飲食店，また

は製麺業者が協力して，地産地消に向けた取り組みを地域ぐる

みで実現しています。 
 販売開始にあたっては試食会等のイベントも開催されます。

蔵王山麓の水で洗われた風味豊かな「寒ざらしそば」をぜひご賞味ください。 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 

 

 

「えごま」は，ごまの一種かと思われがちですが，実はシソ科の仲間

です。 
えごまの実に含まれる脂肪分を摂取すると，体内で青魚にも含まれる

EPA・DHA が生成され，リノール酸の取り過ぎによる弊害を抑え，健

康に良いとされております。また，えごまは，「じゅうねん」とも呼ばれ

ており，その由来は，食べると 10 年長生きできるからなど諸説ありま

す。  
丸森町では「丸森町じゅうねん研究会」の有志らがえごまの栽培を続

けており，その実を搾油するとともに，様々な加工品が作られてきまし

た。丸森町内の農産物直売所等では，このえごまを使ったドレッシング

や，えごまを練り込んだラーメン，えごまがたっぷり入った食パンなど

の様々な商品が販売されています。 
 えごま独特の豊かな風味をぜひご賞味ください。 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 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 

蔵王の清流で磨かれる「寒ざらしそば」 

丸森町でとれる栄養豊富な「えごま」 

美味しいそばができあがります 

店頭に並ぶエゴマの実 


