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宮城県東部地方振興事務所  

                            
平成３０年度宮城県高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ 

対策本部東部現地地方支部の防疫演習を開催しました 

 

  宮城県高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ対策本部東部現地地方支部では，鳥インフルエンザの発生

に備え，関係者間の役割分担の確認と連携強化のため，11 月 2 日に机上演習と防疫対策強化研修を，11 月 9

日に埋却演習を実施しました。 

 机上演習では，管内の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと想定し，異常鶏の通報から防疫措置

開始までの一連の流れの中で情報伝達や計 3 回の会議開催を行いました。防疫対策強化研修では，昨年 3 月に

栗原市で発生した際に携わった職員を招き，発生時の状況や防疫業務における課題等について報告いただきま

した。 

 埋却演習は，宮城県建設業協会石巻支部との共催で実施し，約 100 人が参加しました。訓練では，前日に

掘削した幅 6ｍ，長さ 8ｍ，深さ 3ｍの埋却穴にブルーシートを敷設した上で，殺処分したニワトリを想定し

たフレコンバックを入れ，消毒用の消石灰を散布するまでの作業を行いました。 

 当日の天候はあいにくの雨でしたが，さらに悪条件の下で埋却作業を行うことも想定されることから，大変

意義のあるものとなりました。 

 実際に発生した場合，原則として 72 時間以内に殺処分及び埋却を完了することとされており，今回の演習・

研修を実際の発生の際の迅速な対応に活かしてまいります。 

 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 地方振興部 振興第二班  電話番号 0225-95-1767 
 

 

（埋却演習の様子） 



高校生による地域産業モニターツアーを実施しました  

 

 

東部地方振興事務所では，高校生が地元の事業所や施設を巡る地

域産業モニターツアーを実施し，産業観光を取り入れた観光商品の

造成・改良に活用する事業を行っています。 

 今年度は，11 月 17 日に宮城県松島高等学校観光科の 1～3 年生

10 名が東松島市と石巻市雄勝町の 2 グループに分かれ，事業所や

施設の仕事を体験しました。 

 東松島市のグループは，同市小松の「バリュー・ザ・ホテル東松

島矢本」でフロント業務等に従事したほか，同市赤井の農業法人「イ

グナルファーム」できゅうりの芽かき作業等に取り組みました。 

 石巻市雄勝町のグループは，「雄勝硯生産販売協同組合」で雄勝

硯を使用したオリジナルのフォトフレーム作りを体験したほか，

「桑浜漁師民宿」で桑浜の新鮮な昆布・わかめの袋詰め作業や民宿

の料理づくりを体験しました。 

 参加した生徒からは，「作業体験から楽しさを感じることができ

たので，県内外を問わず，より多くの方に石巻地域の産業を知って

もらうきっかけとなればいいと思う。」などの意見がありました。 

 

 
 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 地方振興部 振興第二班  電話番号 0225-95-1767 

 

石巻市河北地区特産の「せり」の出荷が始まりました  

 

 

宮城県は全国一位のせり産地であり，石巻市河北地区は，本

県を代表する産地の一つです。河北地区におけるせり栽培の歴

史は古く，江戸時代後期と言われています。山間に点在するせ

り田では，四季豊かな気候と北上山地の豊かな湧水でせりが育

まれています。せりは年末年始に多く食べられていますが，河

北地区では，10 月から 11 月に｢根ぜり｣として古くから伝わる

「飯野川在来」の出荷が始まり，11 月から 12 月は「みやぎ

VWD-1 号」，12 月から 3 月は｢島根みどり｣が冬場の根ぜりとし

て出荷されます。また，早春の春せり(葉ぜり)は河北地区独自の

せりで，｢飯野川在来｣の新しく芽吹いた茎葉を 4 月から 5 月に

刈り取り，地元を中心に出荷されています。冬の根ぜりより柔

らかく，鮮やかな香りでアクが少ないのが特徴です。品種の耐

寒性の違いから根ぜり，葉ぜりの形態となっています。このよ

うに秋から年末年始，早春までを通して食べられる河北地区の

せりを是非ご堪能ください。 

 

 

 

■お問い合せ 東部地方振興事務所  農業振興部 先進技術第二班  電話番号 0225-95-1435 

イグナルファーム訪問時の様子 

雄勝硯生産販売共同組合訪問時の様子 

せり栽培圃場の様子 

種ぜり苗取の様子 



第 58 回仙台牛枝肉共進会 株式会社川村ファーム(石巻市)がチャンピオン賞受賞  

 

 

11 月 6 日，仙台市中央卸売市場食肉市場にて，全国農業協同組

合宮城県本部主催の農林水産祭参加「第 58 回仙台牛枝肉共進会」

が開催されました。この共進会は，仙台牛ブランドの知名度向上と

生産者の改良意欲並びに肥育技術の向上を図ることを目的に毎年

開催されており，今年は県内の肉用牛生産者から去勢牛 130 頭，

雌牛 50 頭の計 180 頭が出品されました。 

 去勢の部の最高位（チャンピオン賞）には，石巻市の株式会社川

村ファームが出品した枝肉が選ばれ，1kg 当たり 6,559 円の値がつ

きました。受賞牛の血統は父「幸紀雄」，母「安福久」です。 

 審査委員からはロース芯面積が大きく，歩留に優れた枝肉。肉質

は脂肪交雑に優れ，切開面は鮮紅色で光沢があり，脂肪質も弾力性

があり，外観及び肉質ともチャンピオン賞にふさわしいとの講評が

ありました。株式会社川村ファームは第 56 回大会でもチャンピオ

ン賞を受賞しており，東京で開催される「全国肉用牛枝肉共進会」

でも，平成 28･29 年度に 2 年連続で名誉賞を受賞するなど非常に

飼育技術の高い農場として知られています。 

 

 

 

 

 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 畜産振興部 畜産振興班  電話番号 0225-95-1438 

 

「木材の輸出」について勉強会が開催されました  

 

 

宮城北部流域森林・林業活性化センター（事務局：石巻地区森林

組合）の主催により，11 月 29 日に日本貿易振興機構（ジェトロ）

から講師を招き，「木材の輸出」について勉強会が開催されました。 

 冒頭，大内支部長（石巻地区森林組合代表理事組合長）から，「今

後，住宅着工数の減少が危惧されるなか，木材の需要拡大に向け，

木材（原木・製品）の海外輸出についても検討していく必要がある。」

との挨拶がありました。講師の農林水産・食品部農林産品支援課の

田雑征治課長からは，「国内の木材輸出量は西日本を中心に増加し

ている。今後も世界的に木材需要は増加傾向にあることから，木材

輸出拡大のチャンス。」との話がありました。 

 当日は，管内の林業・木材加工業関係者等 33 名の参加があり，

この勉強会を通じ，今後，木材輸出について更に関心が高まること

を期待します。 

 

 

 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 林業振興部 林業振興班  電話番号 0225-95-1436 

チャンピオン賞に輝いた株式会社川村ファーム出品の枝肉 

牛肉格付のイメージ図 

開催状況 

田雑課長（ジェトロ）の講義 



金属加工科（旋盤実習） 

木工科（整理箱制作） 自動車整備科（ブレーキ整備） 

ASC 国際認証「石巻産かき」を使った新メニューが提供されました!  

 
  宮城県漁業協同組合石巻地区・石巻市東部及び石巻湾支所は，カ

キ養殖の一大生産地で，その生産量は，県全体の約 5 割を占めて

います。そして毎年，「石巻かき祭り」や量販店等での PR 活動を

通じて，「石巻産かき」のブランド化に向けた取組を行ってきまし

た。 

 このような中，さらなる付加価値向上と差別化を図るため，環境

や労働者の権利，地域社会に配慮した持続可能な養殖水産物として

認証される「ASC 国際認証」取得にチャレンジし，平成 30 年 4 月

に認証を取得しました。 

 石巻産 ASC カキの知名度アップを図るため，10 月 21 日から 11

月 23 日までの約 1 ヶ月間，市内老舗料理店 6 店舗において，ASC

カキを使用した「石巻かき丼」，河北せりとコラボした「石巻かき・

河北せり鍋」などの料理を提供し，大変好評を得ました。 

 かきは，来年の春まで栄養分をどんどん蓄え大きくなっていきま

す。寒さが厳しくなるこれからの季節は，身も心も暖まる「かき・

せり鍋」を今晩のメニューにしてはいかがでしょうか。家族の会話

が弾むかも…。もちろん生食でも OK です。 

（※）ASC:水産養殖管理協議会が責任ある養殖漁業を推奨する非営

利団体 

 
 

 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 水産漁港部 水産振興班  電話番号 0225-95-7914 

 

平成 31 年度の訓練生を募集します！ 普通課程一般入学選考（二次募集）  

 
 将来，技術を身に付けて就職したいと考えている方，石巻高等技

術専門校で職業訓練を受けてみませんか。 

平成 31 年 2 月 15 日に石巻高等技術専門校で，入学選考試験を

行います。 

願書受付期間は，平成 31 年 1 月 9 日から 2 月 1 日までとなって

います。 

本校は，昭和 18 年に石巻造船技術補導所として職業訓練を開始

し，昭和 39 年に現在地（石巻市門脇字青葉西）に移転し，平成 29

年度末までに 4,358 人の技術者を送り出してきた歴史のある職業

能力開発校です。 

現在は，自動車整備科 1 年

17 人，2 年 18 人，金属加工

科 4 人，木工科 9 人の総勢

48 人が将来の技術者を目指

して，職業訓練に励んでいま

す。 

応募される前に是非，訓練

の様子を見学してください。 

 
 

 

■お問い合せ 石巻高等技術専門校 訓練班  電話番号 0225-22-1719 

｢石巻かき丼｣お披露目会に展示された 
ASC 国際認証の｢石巻産かき｣ 

｢石巻かき丼｣｢石巻かき・河北せり鍋｣提供による 
ASC 国際認証取得記念企画 



 

1・2 月のイベント情報 

 

1 月 

1/1(火・祝) 

石巻市 黄金山神社 初詣歳旦祭（金華山黄金山神社境内） 

東松島市 

野蒜海岸初日の出イベント（野蒜海岸） 

奥松島遊覧船 初日の出クルーズ（奥松島遊覧船案内所） 

1/2(水)～3(木) 東松島市 大曲獅子舞 平成 31 年度新春披露（東松島市内各所） 

1/11(金)～

16(水) 
東松島市 月浜えんずのわり（五十鈴神社ほか） 

1/24(木) 石巻市 おめつき（石巻市雄勝町名振地区） 

1/26(土) 東松島市 儀兵衛・太十郎を語る会（松島自然の家） 

   

2 月 

2/3(日) 東松島市 

第 32 回オール赤井凧あげ大会（八幡神社南側水田） 

東松島ダンスフェスティバル(東松島市コミュニティセンター) 

2/23(土) 

石巻市 技能ふれあい祭り（石巻高等技術専門校） 

東松島市 東松島鍋なべまつり（あったかいホール） 

2/24(日) 石巻市 ボンバールいしのまき（石巻市内各所） 

 

 石巻・東松島・女川地域のイベント情報について詳しくはこちらをチェック！ 

東部地方振興事務所 地方振興部ブログ 

石巻＆東松島＆女川復興情報“石巻地域 Again” 
宮城県広報課 Facebook 

宮城魅力ハンター 

 
http://blog.goo.ne.jp/et-sinbk2 

 
https://www.facebook.com/pg/pref.miyagi/posts/ 

 

問合せ先  

宮城県東部地方振興事務所 地方振興部 

TEL 0225-95-1414  FAX 0225-95-1471 

E-mail et-sinbk@pref.miyagi.lg.jp 

HP http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/11.html  
東部地方振興事務所 HP 

 

mailto:et-sinbk@pref.miyagi.lg.jp

