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宮城県大河原合同庁舎 広報紙 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 21 年 4 月，角田市諏訪部地区で県内では過去 4 番目の規模

となる林野火災が発生しました。 
 現地が保安林であることや，山崩れや地すべり等によって人家，

田畑，農業用ため池等に被害を及ぼす恐れがあることから，大河

原地方振興事務所では治山事業により平成21年度から復旧を進め

ていましたが，このほど無事に事業が完了しました。 
 復旧にあたり，県内では珍しい木製床固工

とこがためこう

を採用しています。

床固工とは，土砂の流出を抑えるために設ける工作物です。県内

産スギ材を使用した床固工は景観を損なうことなく周囲の環境に

よくなじんでいます。 
 また，焼失した林はほとんどがスギ林でしたが，その植栽について

も，適地適木に配慮し，沢沿いにはスギ・ケヤキ混植，中腹にはヒノ

キ，尾根筋にはコナラを主体とした広葉樹，作業道沿いには並木状に

ヤマザクラを植えるなど，多様な樹種構成としました。 
 その他，下流ため池の管理者である地元の土地改良区が主体となり，

平成 23 年から地元の小学生による植樹活動が毎年実施されるなど，

地域活動の場としても活用されています。 
 今後も，当地区では下刈り等の保育事業を継続して実施していく予

定です。今はまだ植栽木の樹高は数ｍで小さな樹木ばかりですが，い

つの日か，田畑やため池を潤す立派な森林に戻ることと思います。 
【地方振興事務所林業振興部】

「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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異業種交流で視点や発想 

を変えよう 

   
 

地域の企業経営者に新たな事業展開の視点や手法を学んでいた

だくため，2 月 24 日に仙南地域企業振興連絡協議会との共催で「仙

南地域産業経済セミナー」を開催し，52 人が参加しました。 
 今回は東北大学大学院教授で，地域イノベーション研究センター

長の藤本雅彦氏に「地域企業のイノベーション戦略」と題し，事業

革新のアイデアを生み出す手法等について講演をいただきました。 
イノベーションは市場にインパクトを与える革新的な商品やサ

ービス，生産方法の開発に止まらず，新しい市場の開拓，価値の創

造などに及ぶものです。「イノベーションは既存のアイデアの組み

合わせから生まれる。経営者にはビジョンを持ち，これまでに培って

きた経験と経営知識とをフル活用してアイデアを生み出し，イノベー

ションを起こすことが求められている」と分かりやすくお話しいただきました。 
当所では今後も革新的な取組を目指して奮闘している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】 
 

 

 
 管内の国道や県道では，県境

の山地部など積雪が多い 5 路

線について，昨年 11 月から冬

期通行止めとしています。 
なかでも蔵王エコーライン

(県道白石上山線)は，標高が最

も高いところで1,610mもあり，

積雪も多いところで 8m を超

えることから，今年も 4 月下旬

の開通に向けて，すみかわスノ

ーパーク入り口から山形県境までの約 8.6km の区間について，除雪作業を行っています。約 1 ヶ月かけ

て除雪を完了した直後には，道路沿いに雪の壁が続く光景が見られます。蔵王エコーラインが開通した際

には是非お越しください。                            【土木事務所】 

 
 
 

1 月 17 日，中山間地域の活性化を支援する農業農村整備部(NN)
の呼びかけで，「NN スノーバスターズ隊」を結成しました。活動は

今年で 7 回目になり，七ヶ宿町の協力のもと，震災復興支援で全国

から派遣されている応援職員 12人を含む約 50人が湯原地区で除雪

ボランティアを行いました。 
今回が初参加となる町の地域おこし協力隊 4 人を含む地元ボラン

ティアがリーダーとなって 5 班に分かれ，一人暮らしの高齢者宅な

ど約 10 世帯の屋根や軒下の除雪に汗を流しました。町は昨年に続

き 1 月 5 日に豪雪対策本部を設置していましたが，今冬は例年にな

く早い降雪で，昨年 12 月上旬からの積雪は 1.5m ほどにもなりまし

た。屋根から地面まで積もる雪に四苦八苦したものの，住民の方々 
からの感謝の言葉に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】 

仙南地域産業経済セミナーを開催しました 

NN スノーバスターズ隊，今年も出動！ 

蔵王エコーライン開通に向けた除雪作業を行っています 

横殴りの雪の中で、ハイポーズ！

昨年 3月の除雪作業状況 昨年の開通時の状況 
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集落における法人化勉強会 

を行っています 

会議の様子 

 
 

2 月 18 日に，大河原合同庁舎で「仙南の 6 次産業化・農商工連

携セミナー」が開催され，仙南地域の食品製造業者や農業者など約

80 人が参加しました。6 次産業化プランナーでもあるエージェン

トスタイル代表の白石展子氏を講師にお招きし，「農商工連携によ

る売れる商品づくり～成功の秘訣はイノベーションにあり～」と題

して，消費者購買動向の把握，マーケティングの重要性などについ

て講演をいただきました。また，県内の優良事例として有限会社パ

レット(栗原市)代表取締役社長髙橋寛氏，合同会社あぐりっとかく

だ(角田市)代表社員社長堀米荘一氏から，自社の取組内容を紹介し

ていただきました。参加者からは「可能なことから少しずつ実践し

たい」「今までにない良いセミナーだった」などの感想をいただき，

大変好評でした。                         【地方振興事務所地方振興部】 

 
 

 
近年，経営の合理化を図り法人化を志向する集落営農組織が増

えています。平成 27 年 1 月には，農事組合法人下名生ファーム(柴
田町)，農事組合法人 Nature(村田町)，農事組合法人北向結ファー

ム(村田町)の，3 つの農業生産法人が設立されました。 
そのような中，法人化を目指したいが疑問や不安を誰に相談し

ていいかわからないとの声も多く聞かれます。大河原農業改良普

及センターでは，勉強会や巡回指導によりそれらの疑問に答え，

法人設立に向けた営農計画の樹立や，資産の継承に必要な書類の

作成指導等を，税理士・司法書士等の協力を受け，関係機関と連

携しながら支援しています。 
平成 27 年度も，新規設立を目指す経営体の法人化支援や，設

立後の法人が自立して安定的な経営展開ができるようにフォローアップを実施します。 
◆相談窓口：大河原農業改良普及センター 地域農業第一班・二班(電話 0224-53-3519) 

【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 
 

    
 2 月 10 日，大河原合同庁舎で，「高･低病原性鳥インフルエンザ

及び口蹄疫情報連絡会議」を開催し，畜産関係者，建設業協会，

警察署，市町，合庁各公所職員等約 35 人が参加しました。 
平成 26 年 1 月以降，韓国では「H5N8 亜型の高病原性鳥インフ

ルエンザ」が継続発生しており，今冬には日本で 5 例のほか台湾

や米国，欧州でも発生が確認されています。また，韓国他東アジ

ア諸国では「口蹄疫」も続発しており，両疾病ともに日本への病

原体の侵入リスクが非常に高まっています。このため，関係者を

招集し，万一に備えて①発生情報，②発生時の組織対応，③市町

及び関係機関の役割，④発生時の埋却(家畜伝染病埋却マニュアル)
について情報共有を図りました。質疑応答では野鳥への対応や，防疫措置の時間的制約についても質問が

出され，迅速な防疫対応について関係者との協力体制を確認することが出来ました。 
                        【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 

「高・低病原性鳥インフルエンザ及び口蹄疫情報連絡会議」を開催しました 

「仙南の６次産業化・農商工連携セミナー」を開催しました 

農業生産法人の設立を支援しています 

「商品づくりには発想の 

転換が重要」 
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 2 月 20 日，大河原合同庁舎でみやぎ地域づくり団体協議会仙南支部交流会を開催しました。この交流

会は，地域づくり関係団体相互の交流を促進して，主体的な地域づくりの取組を推進することを目的に毎

年開催しており，今年は 40 人が参加しました。 
 第一部は仙台支部会員の「わたりを考える会」(亘理町)から，居住地域の水環境を改善する取組や，今

では毎年 8,500 人もの人が訪れる夏祭り運営に関するお話をしていただきました。また，仙南支部会員で

ある「TAKE
た け

1060
とうろう

プロジェクト」(丸森町)の活動報告では，森林の荒廃，獣害の原因となる放置された竹

を活用した竹灯ろうづくりの取組とそれを活用したイベントやワークショップなどについてお話いただ

きました。 
両団体とも，地域の課題を解決するために様々な工夫を凝らしており，そのノウハウは仙南で地域づく

りを行う参加者にとって今後の活動のヒントになったのではないかと思います。 
 第二部では，8 人ずつのグループに分かれ，ざっくばらんな情報交換を行いました。今回は，七ヶ宿町

地域おこし協力隊ほか仙南支部会員以外の団体にも多数参加いただき，初めて顔を合わせる方々が多いに

も関わらず，「若者を活動に巻き込むにはどうすればよいか」「活動資金のやりくりについて」など，どの

グループも話が尽きない様子でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
【地方振興事務所地方振興部】 

 
 
 
 1 月 16 日，大河原町のえずこホールで「平成 26 年度農業と和

牛のつどい・仙南地域畜産講演会」が開催されました。平成 29
年に本県を会場に開催される第 11 回全国和牛能力共進会宮城大

会(全共宮城大会)を控え，仙南地域では，和牛改良推進組合が設

立されるなど，大会への参加を意識した様々な取組が始まってお

り，この講演会もそれらの一環として開催されました。 
当日は，(株)微生物化学研究所の凾

はこ

城
ぎ

悦司
え つ じ

氏より「肉用牛経営

をよくする生産性向上技術」と題し，和牛繁殖経営における肉用

子牛の育成管理について役立つ講演があったほか，全国農業協同

組合連合会宮城県本部畜産部次長の安部俊也氏より，全共宮城大

会の概要と本県の入賞目標について話をいただきました。出席し

た管内の畜産関係者ら約 130 人は，2 人の講師の話に熱心に耳を傾け，全共宮城大会に向けて，仙南地域

が一体となって臨む必要性を確認する有意義な講演会となりました。 
【地方振興事務所畜産振興部・家畜保健衛生所】 

 

みやぎ地域づくり団体協議会仙南支部交流会が開催されました 

「仙南地域畜産講演会」が開催されました 

凾城氏による講演の様子 

「地域づくりは自分たちが楽しん

で取り組むことが一番大切！」 
交流を深める参加者 
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 「酪農ガールズ」は，酪農家の女性後継者や，酪農家に嫁ぎ

就農した女性たちが平成 22 年 12 月に結成した組織で，現在 19
人の会員がいます。 
 日々の仕事である酪農業について深く知るため学習活動を行

い，技能の研さんを図るとともに，フラワーアレンジメントや

牧場看板つくり，フェイシャルエステ等の「カルチャーコーナ

ー」も開催するなど，女性としても魅力的な酪農家になること

を目指しています。 

 1 月 27 日には蔵王町内で「牛の繁殖生理」をテーマとした現

地講習会を開きました。 
 当日は獣医師を講師に迎え，超音波診断器を利用して，実際

に牛の卵巣や子宮の状態をモニターで観察しながら勉強しまし

た。参加者からは，「これまでもやもやしていた牛の繁殖につい

て整理できて良かった」「目の前で画像を見ながら勉強できて頭

に入りやすかった」等，ためになったという声が寄せられ，手

応えがある講習会となりました。 
 酪農ガールズは来年度も講習会，視察研修及びカルチャーコ

ーナー等を企画しており，活発に活動を展開させていきます。

会員も随時募集中です！ 興味のある方は下記まで！ 
◆問合せ先：大河原農業改良普及センター 先進技術第一班 (電話 0224-53-3496) 

【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（４月～６月） 

「酪農ガールズ」の現地講習会が開催されました 

月 日 行　　　　　事 市　町 月 日 行　　　　　事 市　町
1日 久須志神社祭礼 柴田町 2日～11月29日 ございん市（毎週土日祝日） 蔵王町

4～26日 白石城桜まつり 白石市 3日 白石市民春まつり　片倉公まつり 白石市

四 6日 水芭蕉の森開園式 白石市 五 3～5日 日本サクラソウ展 白石市

10日 玉の木原水芭蕉群生地オープン式 七ヶ宿町 3～5日 全日本こけしコンクール・白石市地場産品まつり 白石市

10～23日 おおがわら桜まつり 大河原町 5日 かくだ宇宙っ子まつり 角田市

月 10～23日 しばた桜まつり 柴田町 月 8～10日 「母の日に贈る」カーネーション展示即売会 柴田町

10日～7月26日 特別展・仙台真田氏の名宝Ⅲ 蔵王町 9～10日 母の日カーネーションフェア 村田町

11日 桜フェスタしろいし 白石市 9～10日 丸森いち 丸森町

11日～5月6日 みちのく公園・花のフェスティバル 川崎町 10日 蛇藤まつり 村田町

18日 第9回柴田さくらマラソン（旧一目千本桜マラソン） 柴田町 17～11月29日 遠刈田温泉朝市（毎週日曜日） 蔵王町

中旬 神明社春の祭典 川崎町 18～6月7日 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 19～20日 呑んべん駄ラリ～ 蔵王町

4月中旬～5月中旬 齋理屋敷初夏の企画展「端午の節句」 丸森町 24日 春の幸まつり 七ヶ宿町

21～22日 呑んべん駄ラリ～ 蔵王町 30～31日 南蔵王夏山開き 白石市,七ヶ宿町

24日 蔵王連峰夏山開きと蔵王エコーライン開通式 蔵王町 30日～6月21日 ポピーまつり 川崎町

24～5月6日 春の洋ラン展in村田 村田町 下旬 北蔵王縦走夏山開き 川崎町

24～5月17日 みやぎ蔵王えぼしすいせん祭り 蔵王町 下旬～6月上旬 齋理屋敷特別企画展「山野草水石展」 丸森町

25～26日 アラバキロックフェスティバル15 川崎町 5月末～6月中 お～い！丸森スタンプラリー 丸森町

29日 春の検断屋敷まつり 白石市 5～7日 手作り甲冑展 白石市

29日 松沢山の火まつり 丸森町 6～7日 とおがった大道芸 蔵王町

29日～5月5日 かくだ菜の花まつり 角田市 6～21日 そら豆販売推奨期間 村田町

下旬 天神社春季例大祭 角田市 六 上旬 支倉常長まつり 川崎町

13～14日 蔵の町むらた工芸市 村田町

16～17日 呑んべん駄ラリ～ 蔵王町

月 中旬 齋理屋敷特別企画展「押し花作品展」 丸森町

20日 フラワートレッキング（白石スキー場） 白石市

21日 うめ～梅まつりｉｎかくだ 角田市

27日 高蔵寺ホタルまつり 角田市

28日 おおがわら梅まつり 大河原町

下旬 夏の風物「上川名ホタル」鑑賞ツアー 柴田町

下旬～7月中旬 第2回しばた紫陽花（あじさい）まつり 柴田町

下旬～7月下旬 沢端川梅花藻ライトアップ 白石市

酪農ガールズの皆さん 

現地講習会の様子 

 お知らせ 
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 皆さんは毎日，よく眠れていますか？ 
睡眠には，心身の疲労を回復する効果があり，質の良い睡眠

でこころとからだを健康に保つことができます。反対に睡眠が

不足すると，免疫力が低下し風邪をひきやすくなるほか，生活

習慣病にかかりやすくなると言われています。 
質の良い睡眠をもたらすために，朝食をしっかりととる，適

度な運動を習慣化するなど，自身の生活習慣を見直してみまし

ょう。また，就寝前の飲酒や喫煙はかえって良い眠りを妨げま

すので，控えましょう。 
不眠がうつ病のようなこころの問題につながることも分かってきています。仙南保健福祉事務所では，

不眠やこころの問題等を抱える方やそのご家族からの相談に対応しています。ひとりで問題を抱え込ま

ずに，どうぞお気軽にご相談ください。 
◆相談窓口：仙南保健福祉事務所 母子・障害班 (電話 0224-53-3132) 

【仙南保健福祉事務所】 

 
 
 

大河原地方振興事務所の職員ブログ「見てイガイん！仙南の魅力」，もうご覧いただけましたか？ こ

のブログは，仙南で働くわたしたち職員の「産業振興の取組」や管内の「観光イベント情報」，休日に

趣味と実益を兼ねて訪れた「お勧めスポット」・「魅惑のグルメ」等を紹介しています。職員による 100%
手作りで，仙南の魅力満載のブログです。タイトルの「見てイガイん！」には，方言の“見ていって下さ

い”と“『意外』な魅力の発信”という２つの意味を込めました。ぜひ，ご愛読ください。コメントもお待

ちしています！ 

 
 
 
 
 

【地方振興事務所地方振興部】 

 
 

 
近年，消費者トラブルが多発しており，新聞等では毎日のよ

うに被害が報道されています。消費者トラブルは，一度発生す

ると失った金銭や財産等を取り戻すことが極めて困難です。 
 県民サービスセンターでは，トラブルの発生や被害を未然に

防止するため，仙南地域に居住，もしくは就労等している方々

を対象に，被害に遭わないための様々な知識や被害に遭った場

合の対処法をお知らせする「出前講座」を開催しています。お

おむね 10 人以上の参加者が見込まれる団体等であれば，地域内

どこにでもお伺いします。なお，講師派遣は無料ですが，会場

等の手配，準備はお申し込みの団体でのご対応をお願いします。 
◆申込先：大河原地方振興事務所県民サービスセンター(電話 0224-52-5700  FAX 0224-53-3267) 

受付時間：平日の午前 9 時から午後 4 時まで 
【地方振興事務所総務部 県民サービスセンター】 

職員ブログ「見てイガイん！仙南の魅力」で地域情報を発信中 

最近，眠れていますか？ ～3 月は自殺対策強化月間です～ 

消費者啓発出前講座を開催しています 

3 月に開催した講座の様子 

◆仙南地域情報ブログ「見てイガイん！仙南の魅力」 

http://blog.goo.ne.jp/sennanigain 

宮城県南 PR キャラクター「ざおうちゃん」 

QR コードはこちら→ 
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船岡城址公園の展望デッキから 

一目千本桜と蔵王連峰が一望できる 

韮神堰から望む一目千本桜と 

残雪の蔵王連峰 

「しばた千桜橋」(3 月 29 日開通) 

(イメージ図) 

 
 
 

今から約 350 年前(万治 3 年)仙台藩 62 万石 3 代目藩主，

伊達綱宗が不行跡を理由に幕府から隠居を命じられ，2 歳の

亀千代が家督を相続したことに端を発する寛文事件。のちに

伊達騒動とも呼ばれる寛文事件をテーマにした山本周五郎

原作の NHK 大河ドラマ「樅ノ木は残った(昭和 45(1970)年
に放映)」に登場する原田甲斐は，従来の逆臣説から一転し，

伊達政宗の子，兵部を利用して仙台藩の取り潰しを狙った酒

井忠清の陰謀を未然に防ぎ，伊達家の安泰を守った忠義の人

物として描かれました。  
 船岡城址公園は，平成 2(1990)年に「日本さくら名所 100
選」に認定されました。桜まつり期間中は，残雪の蔵王連峰

と桜の絶景を楽しむことができます。観光物産交流館「さく

らの里」前からスロープカーに乗ると，桜のトンネルをくぐ

りながら頂上に到着します。  
  

平成 27 年 3 月 29 日には，船岡城址公園と一目千本桜を

結ぶ「しばた千桜橋(せんおうきょう)」がいよいよ開通する

予定です。 

この開通によって，船岡城址公園と白石川堤が一つにつな

がります。桜まつりの時期には，目の前に広がる桜の景色を

今までとは違う角度から楽しむことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

【地方振興事務所地方振興部】 

船岡城址公園(ふなおかじょうしこうえん) (柴田町) 

一目千本桜・韮神堰(ひとめせんぼんざくら・にらがみせき) (大河原町) 

 大河原町から下流の柴田町へと続く，延長約 8km にわた

る約 1,200 本の桜のトンネルは「一目千本桜」と呼ばれて

おり，「日本さくら名所 100 選」に認定されています。 
 この桜並木は，大河原町出身の高山開治郎氏が，大正

12(1923)年と昭和2(1927)年に約1,200本の桜の苗木を町に

寄贈したのが始まりです。高山氏は，白石川堤防竣工の知

らせを聞きつけ，当時住んでいた東京の飛鳥山公園や荒川

堤防のような桜の名所となることを夢見て，東京の植木職

人を同伴し,町の職人や柴田農学校の生徒とともに，自らも

苗木を植え込みました。 
 それから 90 年ほどが経ち，彼の夢は見事花開きました。

桜の開花時期には,残雪をいただく蔵王連峰と満開の桜並木

が清流の白石川に映り，絶妙な調和を見せます。 
 

お勧めスポット関連イベント情報 

 みやぎ蔵王三十六景 春のお勧めスポット 

◆船岡城址公園・しばた桜まつり(4 月 10 日～23 日)
◆白石川右岸河川敷公園・おおがわら桜まつり 

(4 月 10 日～23 日) 
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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６月の発行予定です 

 

 

 

 
“うど”といえば，山に自生するものを思い浮かべると思います

が，蔵王町ではハウスの中で大切に育てられたうどを出荷していま

す。12 月に，ハウスの中に作った木枠のベッドにうどの根株を並

べ，その上に細かく刻んだ稲わらを厚く被せ，ビニールで覆って暖

めます。早いものでは 2 月に稲わらベッドから芽を出し，その芽が

大きく緑色に育ったらいよいよ出荷です。稲わらベッドの中の日光

に当たらない部分は真っ白な茎になっています。 
ちょっとほろ苦く，さわやかな春の味がする蔵王町産のうどは香

り高く食感が良いことで知られています。薄切りにした生のうどに

は，マヨネーズやだし汁がよく合います。酢のものや卵とじ，味噌

汁の他，グラタンに入れればお子様にもお楽しみいただけるのでは

ないでしょうか。軟白うどは，2 月～5 月まで楽しむことができ，

町内の直売所でも販売しています。是非お試しを！ 
【地方振興事務所農業振興部・農業改良普及センター】 

 

 

 

仙南地域では各地に採卵鶏を飼養している農業者がおり，それ

ぞれ衛生管理の行き届いた環境で安全・安心な卵を生産していま

す。 
 なかには，与えるエサに工夫をこらし，稲作農家と協力して飼

料用米を与えている養鶏家や，殺菌や鶏糞の脱臭効果がある竹炭

を与えて特色ある卵を生産販売している会社もあります。 
さらに，そうして生産した卵を原料にして，燻製たまごやマヨ

ネーズを販売する企業や，卵を使ったスイーツや料理を提供する

菓子店，レストランもあり，仙南の卵は多くの人々に親しまれて

います。 
 仙南産の卵は直売所等で販売しています。また，飲食店等で仙

南産の卵が使われているのを見かけましたら，是非ご賞味くださ

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 

早春の味“蔵王の軟白うど” 

安全・安心でおいしい仙南の“たまご” 

稲わらベッドから発芽したうど 

仙南地域には卵を使った加工品が

たくさんあります 


