
栗原地域だより【1】 

 

初夏の浅布渓谷 

 

 

魅力がいっぱい！栗駒山！！ ～夏山シーズン到来です！～ 

北部地方振興事務所栗原地域事務所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は5月21日に夏山開きを行い、本格的な夏山シ 

ーズンを迎えます。 

栗駒国定公園にある「栗駒山」は標高1,626メート 

ル。山頂からは月山、鳥海山、蔵王連峰、秋田駒ヶ岳、 

早池峰山、そして、太平洋が一望出来ます。山頂付近に 

は150種におよぶ高山植物が群生し、山肌にはブナの 

原生林、湿原、渓谷、滝、湧き水など貴重な自然が手付 

かずのまま残され、野鳥や獣など数多くの生き物が生息 

しています。 

 花の百名山「栗駒山」の主要な登山口である「いわか 

がみ平」では、毎年5月第3日曜日に、登山者や観光客の安全を祈願する夏山開きの神事を行っていま

す。 

5月は山麓の新緑や山頂付近の残雪、6月から7月にかけてはかれんな高山植物が楽しめます。 

爽やかな山頂の風を感じながら、雄大な自然を満喫してみませんか。 

 

 

■お問い合わせ 地方振興部 商工・振興班 Tel:0228-22-2195 
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冬期閉鎖路線が開通しました 

北部土木事務所栗原地域事務所  

平成28年11月末から冬期閉鎖していた、下記の栗原市内3路線がそれぞれ開通しました。4月21

日には、国道398号の温湯ゲート及び栗原市花山農山村交流センターにおいて、栗原市と秋田県湯沢市

の共催による開通式が行われ、開通を祝いました。 

今年は平年並みの積雪量であったため、早い時期から除雪作業を進めることができたことや、4月に気

温の高い日が続き、融雪が進んだことから、予定より1週間早く開通することができました。 

なお、気象条件により降雪や凍結が想定されますので、通行の際はご注意願います。 

 

●国道398号（栗原市花山字本沢温湯～秋田県境 Ｌ=14.4km） 

4月21日正午開通 

 ●主要地方道 築館栗駒公園線（栗原市栗駒沼倉耕英～同いわかがみ平 Ｌ=3.4km） 

4月21日正午開通 

 ●一般県道 岩入一迫線（大崎市鳴子温泉鬼首字岩入～栗原市花山字草木沢 Ｌ=7.6km）  

4月28日正午開通 

 

※国道398号と（主）築館栗駒公園線は、5月7日まで午後5時から翌朝9時の間は夜間通行止めと 

なりますのでご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ 北部土木事務所栗原地域事務所 道路管理班 Tel:0228-22-2179 

 

 

 

 

 

開通を待つ車列  宮城県側でのテープカット 
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栗駒高原森林まつりが開催されました 

北部地方振興事務所栗原地域事務所  

平成29年度教科書展示会を開催します 

北部教育事務所栗原地域事務所  

平成 29 年度の教科書展示会が下記のとおり開催されます。教科書展示会は、「教科書の発行に関する

臨時措置法」に基づき、教科書発行者から出品された教科書の見本を広く県民・市民に公開するとともに、

教科書採択関係者に対し調査研究の場を提供し、教科書の適正な採択に資することを目的にしています。

特に今年は、平成30年度から小学校で実施される「特別の教科 道徳」の教科書が展示されます。 

また、現在使われている小学校の教科書（平成 27～30 年度使用）、中学校の教科書（平成 28～31

年度使用）、高等学校の教科書、特別支援学級などで使用される文部科学省著作教科書や絵本（宮城県教

育委員会指定）なども併せて展示されています。 

年に 1 度の展示会ですので、より多くの皆さまに足を運んでいただき、教科書への理解を深めていた

だくとともに、ご意見等をお寄せくださいますようお願いします。 

 

○会  場   栗原市教育研究センター（栗原市金成沢辺西大寺1-5） 

○期  間   平成29年6月16日（金）～平成29年7月1日（土） 

○開館時間   午前10時～午後5時  ※日曜日は閉館日となります。 

 

 

■お問い合わせ 北部教育事務所栗原地域事務所 教育班 Tel:0228-22-2132 

 

4月15日に栗駒高原森林組合で『栗駒高原森林まつ 

り』が開催されました。このお祭りは毎年春に開催され 

ており、同組合による栗原産木材を活用した体験コーナ 

ーや地元の方々による地域産品の展示即売など、さまざ 

まなイベントで盛り上がります。 

例年、自分で組立作業ができる木工教室コーナーは人 

気で、今年も順番待ちの列が途切れることはありません 

でした。ほかにも竹を使ったバウムクーヘン作りや、薪 

割りなどの体験型イベントのほか、何台ものチェンソー 

を使いこなして作るチェンソーアートの実演などのイベ 

ントが行われました。特に、チェンソー競技大会は、実際に林業の現場で働いている方々の華麗な技術を

間近で見られる、森林組合ならではの目が離せないイベントでした。栗原産しいたけやきのこ原木・ほだ

木、苗木や花のほか、会場で食べられるお菓子や食事なども販売され、お祭り当日は1,000人を超える

来場者で大いに賑わいました。 

 

 

チェンソー競技大会に来場者の視線は釘付け 
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人材育成を通じた企業支援に取り組んでいます 

～新入社員研修を開催しました～ 

北部地方振興事務所栗原地域事務所  

当事務所は毎年さまざまな形で参加しており、今年は 

県産材を使用している工務店による建築相談と併せて、 

県産材のＰＲや県内の森林・林業に関わる広報や相談を 

受け付けました。 

このように、栗駒高原森林組合は地元の方々との結び 

つきが強く、栗原地域の森林整備、林業振興の中心的役 

割を担っています。当事務所は、これからも栗駒高原森 

林組合と協働して、森林・林業の普及啓発に取り組んで 

いきます。 

 

 

■お問い合わせ 林業振興部 林業振興班 Tel:0228-22-2381 

 

4月6日、栗原地域のものづくり企業等の企業力向上 

に向けた支援の一環として、平成29年4月に栗原市内 

の企業に入社した新入社員等の方々を対象とした「新入 

社員研修会」を開催しました。この研修は、栗原市企業 

連絡協議会との共催により開催しているもので、今年で 

4回目となります。 

今年は、栗原市内の企業6社から29名の参加があり、 

経営コンサルティング波多野事務所代表の波多野卓司氏 

を講師に、社会人としてのマナーや心構えなどを学びま 

した。 

波多野氏からは、「コミュニケーションの基本は、相手に訊
き

き、そして相手の話を全身で熱心に聴
き

き、

相手に認知の言葉を返すこと」、「人は全身で自分の話を聴いてくれる相手のことを嫌いになりようがない」

など、コミュニケーションのエッセンスとも言えるような話が多数あり、その後のワークショップでは、

参加者同士で「訊
き

く・聴
き

く・認知する」の実践が行われました。 

アンケートでは、多くの参加者から「非常に良かった」または「良かった」との回答をいただくととも

に、「今後の会社でのコミュニケーションや、先輩・上司になってからも役立つ内容だった」、「他の新入

社員と話をしたことで、自分と同じような不安感や悩みを持って社会人になった人もいると分かり、安心

した」といった感想が寄せられました。 

当事務所では、今後とも人材育成を通じた企業支援の取り組みを推進していきます。 

 

 

■お問い合わせ 地方振興部 商工・振興班 Tel:0228-22-2195 

ワークショップの様子 

サンプルを使って県産材をＰＲしました 
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農地整備事業「沼田八木地区」の早期工事実施に向けて、 

地元実行委員との話し合いが進められています 

北部地方振興事務所栗原地域事務所  

当事務所では、農地の大区画化や農業水利施設の整備 

等を行う「農地整備事業」を通して、担い手への農地集 

積・集約化や農業の高付加価値化等を推進しています。 

栗原市若柳の「沼田・八木地区」は、平成28年度に 

59haの農地整備事業地区として事業採択を受けており、 

平成29年度は約15ｈａの区画整理や揚水機場の新設 

工事を実施する予定です。 

平成29年度からの区画整理工事を円滑に進めるため、 

同地区では地元のほ場整備事業実行委員との話し合いが 

進められており、4月12日には、迫川上流土地改良区 

が主催する「平成 29 年度第 1 回ほ場整備事業実行委員会」が迫川上流農業用水中央管理事務所（栗原

市若柳）において開催されました。実行委員会には、関係農家の代表で構成する実行委員10名と、工事

受注業者、迫川上流土地改良区が参加し、当事務所から、平成29年度の事業計画について説明を行いま

した。実行委員からは、「今後も関係権利者に対する説明会を実施し、農作業時期と工事の実施時期との

調整を図りながら事業の早期完成を目指していきたい」等の事業推進に向けた力強いお言葉をいただきま

した。 

当事務所では、今後とも地元関係者とのコミュニケーションを図りながら、事業の早期完成を目指しま

す。 

 

 

■お問い合わせ 農業農村整備部 農地整備第一班 Tel:0228-22-2401 

 

 

 

 

 

第 1回ほ場整備事業実行委員会の状況 
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『主要地方道 中田栗駒線（岩ケ崎工区）』が完成しました 

北部土木事務所栗原地域事務所  

中田栗駒線岩ケ崎工区は、国道４号の沢辺神林交差点から栗駒岩ケ崎方面へ向かう途中の旧くりはら田

園鉄道と交差する箇所です。交差箇所は S 字の急カーブであり、歩道も設置されていなかったため、道

路改良が望まれていました。 

そのため、皆さまが安全に通行できるよう、本道路改良工事は平成 26 年度に着手し、平成 29 年 3

月29日に完成しました。 

急カーブが解消され、歩道も整備されたことにより、安全で円滑な交通が確保されました。 

 当事務所では、栗原地域における生活・産業基盤の確立と地域間交流の基軸となる道路整備を進めてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ 北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班 Tel:0228-22-2189 

 

 

 

 

改良前 

至 岩ケ崎 

くりはら田園鉄道線跡 

至 国道4号 

急カーブ解消箇所 

改良前の道路 改良後の道路 
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農林産物の放射性セシウム濃度を検査し安全性を確認しています 

（平成29年2月20日～4月14日）     北部地方振興事務所栗原地域事務所  

2月20日から4月14日までの間に農林産物29点を簡易検査し、すべてが食品の基準値（100ベ

クレル／kg）以下でした。 

このように、市場に流通している農林産物は計画的に検査して安全性を確認しておりますので、安心し

てお召し上がりください。 

 

  ☆簡易検査の測定値が基準値以下であったもの（2／20～4／14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◎：基準値以下   ―：検査未実施   

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ 農業振興部 先進技術班 Tel:0228-22-9437（農産物） 

        林業振興部 林業振興班 Tel:0228-22-2381（林産物） 

 

 

 

 

 

発行：宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所 (地方振興部) 

〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木 5-1  Tel：0228-22-2195(直通)  Fax：0228-22-6284 

E-mail：nk-khsinbk@pref.miyagi.lg.jp   

ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/9.html 

 

※次号（第 32号）は平成 29年 7月 3日発行予定です。 

 ※放射性セシウム濃度基準値 

食品群 基準値(1kg あたり) 

飲料水 10 ベクレル 

乳児用食品 50 ベクレル 

牛乳 50 ベクレル 

一般食品 100 ベクレル 

 

詳しくは厚生労働省HPを 

ご覧ください。 
(http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html) 

品名 施設 露地 品名 施設 露地 野生

キャベツ ― ◎ クレソン（2点） ― ― ◎

こまつな ◎ ― 原木しいたけ ― ◎ ―
じゃがいも ― ◎ こごみ（４点） ― ― ◎
しゅんぎく ◎ ― せり ― ― ◎
セロリ ◎ ― 葉わさび（2点） ― ― ◎
だいこん ― ◎ ふきのとう ― ◎ ―
たまねぎ ― ◎
つぼみ菜（2点） ◎ ◎
ねぎ（2点） ― ◎
はくさい ― ◎
ブロッコリー ― ◎
ほうれんそう（３点） ◎ ◎
ゆきな ― ◎
りんご ― ◎

農産物 林産物

mailto:nk-khsinbk@pref.miyagi.lg.jp
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/9.html
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html
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