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外国人材の受入・活用に関する石巻地域 

関係機関等情報共有会議を開催しました 

 
 

 

 石巻地域の関係機関・団体等による横断的な情報

共有を図るため，「外国人材の受入・活用に関す

る石巻地域関係機関等情報共有会議」を 6 月 12

日に宮城県石巻合同庁舎で開催しました。 

 初めに，宮城県経済商工観光部の鹿野田副参事

から，新たな在留資格制度とその活用について，

次に，宮城労働局職業安定部職業対策課の大場様

から，外国人労働者に関する対応状況と取組につ

いて御説明いただきました。 

 当日は，新たな在留資格制度が創設された 14

分野に関係する団体や国・市町等から約 40 人の

出席がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県では，県内中小企業における外国人材の受入

環境の整備を支援するため，今年度から新たに

「外国人雇用アシスト事業」として，企業向けの

相談窓口を開設したほか，企業を対象としたセミ

ナーを県内で順次開催しているところでありま

すが，今回の会議を契機に新制度に関する理解が

一層深まり，適切に活用されることを期待してい

ます。 

 

 

 石巻地域においては，東日本大震災により被災

した事業所の復旧・復興が進む中，多くの業種で

人手不足の状況が続いていますが，外国人労働者

数は年々増加しています。 

 

 

  （出典：「外国人雇用状況」の届出状況）  

 

 このような中，平成 31 年 4 月 1 日に外国人材

の受入拡充に向けた新たな在留資格制度が創設

されたことから，新制度の適切な活用について，     

 
 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 地方振興部 商工・振興第一班  電話番号 0225-95-1414 

石巻地域の外国人労働者数の推移 

特定産業分野（14 分野） 

介護，ビルクリーニング，素形材産業， 

産業機械製造業，電気・電子情報関連産業， 

建設，造船･舶用工業，自動車整備，航空， 

宿泊，農業，漁業，飲食料製造業，外食業 



石巻地区４Ｈクラブが合同庁舎で「青空市」を開催しました 

 

 

 
石巻地区４Ｈクラブは，5 月 28 日に石巻合同庁舎

1 階ロビーにおいて，直売イベント「青空市」を開催

しました。４Ｈクラブとは若手農業者の集まりで，日

頃から視察研修，農業経営課題の解決に向けた取組や

発表を通じて他地域のクラブとの交流等を行い，会員

の技術研鑽に努めています。その活動の一環として，

会員が生産した野菜などを持ち寄って定期的に青空

市を開催し，消費者の方と交流することによって実践

的な販売力や接客力の向上に努めています。 

   今回は，夏の到来を感じさせるきゅうりやトマト，シーズン終了間近のいちごを販売しました。会員は，要

望に応じて食べ方や形の良い野菜をお勧めするなど，買い物に訪れた消費者の方や職員とコミュニケーション

を図り，多くのお客様に御購入いただきました。6 月以降も，定期的に４Ｈクラブによる「青空市」を開催す

る予定です。多くの皆様の御利用をお待ちしております。 

   

■お問い合せ 東部地方振興事務所 農業振興部 地域農業班  電話番号 0225-95-7612 

 

鳴瀬桜華小学校 5 年生が「生き物調査」を行いました  

 

 

6 月 6 日，東松島市の鳴瀬桜華小学校 5 年生の児童が「生

き物調査」を行いました。 

 これは，国・県からの補助を受け東松島市が実施してい

る県営造成施設管理事業の一環として行われたもので，田

んぼやその周辺に棲む生き物を通じて，地域の豊かな環境

と農業の大切さを知ってもらおうと，鳴瀬土地改良区が主

催しました。 

 当日は，生き物のパネル写真から名前を当てるクイズを

行い，実際に網を持って水路に棲む生き物を捕獲しまし

た。 

 15 分程度の時間でしたが多くの生き物を捕獲でき，鳴

瀬地区の豊かな自然を実感できる調査となりました。 

 今回の調査により普段とは違う方法で鳴瀬地区の豊か

な自然に触れたことは，児童たちにとって“ふるさと”へ

の愛着を深めるきっかけになったのではないでしょうか。 

 

 

 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 農業農村整備部 計画調整班  電話番号 0225-95-1411（2690） 

生き物の説明 

生き物調査の様子 

 野菜の直売を通じて，お客様と交流を図りました。 



石巻市河北上品山牧場で牛の放牧が始まりました  

 

 

石巻市河北地区の上品山放牧場で 5 月 20 日，牛の放牧が始

まりました。初日は市内の畜産農家 17 戸が黒毛和種の繁殖雌牛

48 頭を預けました。当日の朝，牛を積んだ運搬車が順次牧場に

到着すると，市や県の職員及び獣医師が立会いのもと，1 頭毎

に健康状態を確認し，パドックに群分けして繋留した後，上品

山の西南に広がる標高約 400m にある放牧区に放されました。 

 昭和 47 年に開設された当牧場は，夏期放牧主体に地元の畜産

農家から利用されてきましたが，東京電力福島第一原子力発電

所事故による放射能汚染のため 2 年間利用を中止し，この期間，

再開に向け除染（草地更新）が行われました。 

 平成 25 年に各牧区の土壌及び牧草の放射性物質を検査し，利

用が可能となり，現在約 29ha の規模で利用を再開しています。  

 なお，それ以降も県では毎年入牧前に放牧の可否を判断する

ため，牧草の検査を実施しています。 

 当牧場での放牧は，牛の健康増進，受胎率向上，農家の飼養

管理経費の軽減などを目的に 10 月末まで行われます。 

 

 

 

■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      

 

松くい虫防除対策「空中散布」を実施しました  

 

 

県は各市町と連携し，6 月 18 日から 19 日にかけて，宮戸（東

松島市），出島（女川町），網地島及び田代島（石巻市）にお

いて，松林を松くい虫被害から保全するため，ヘリコプターに

よる薬剤の空中散布を実施しました。 

 松くい虫被害は，マツノザイセンチュウという線虫が松の樹

体内に入ることで引き起こされます。この線虫を健全な松に運

び被害をまん延させるのが，マツノマダラカミキリというカミ

キリ虫です。被害を減らすためには，マツノマダラカミキリが

被害木から羽化脱出する前に，駆除や予防を行うことがとても

重要になります。 

 東松島市宮戸地区では，平成 30 年 10 月に韓国版トレッキン

グ「オルレ」奥松島コースが開設され，多くの観光客が訪れて

おり，健全な松林の保全は観光資源の観点からも重要となって

います。 

 県では，今後も引き続き，松くい虫被害の拡大防止及び自然

環境の保全に努めてまいります。 

 

 

 

■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 

1 頭毎に健康状態を確認 

群毎に繋留し環境に適応させた後放牧される 

ヘリコプターによる薬剤散布状況 

松くい虫被害木の伐倒駆除 



令和元年度狩猟免許試験が開催されます 

 

 

 
石巻地域では，牡鹿半島を中心に，ニホンジカの増

加による農林業被害や車両との接触事故などの被害

が深刻化しています。このため，県では，市町及び猟

友会等の狩猟者と連携し，増加したニホンジカの捕獲

等の対策に取り組んでいます。 

 近年は狩猟者の高齢化が進んでおり，野生鳥獣対策

の実施体制を維持するためには，新たな狩猟者の確保

が急務となっています。 

 野生鳥獣の捕獲は，使用する猟具により，網猟免許， 

   
わな猟免許，第一種銃猟免許，第二種銃猟免許が必要になります。狩猟免許試験は毎年 7 月～9 月の間に開催

されており，この 4 つの中から選択して受験することができ，併願も可能です。 

 今年度は県内で 5 回開催される予定ですが，このうち，わな猟限定の試験が 10 月 19 日（土）に石巻合同

庁舎を会場に開催されます。なお，開催場所や日程等の詳しい内容については，下記にお問い合せください。 

 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 林業振興部 森林管理班  電話番号 0225-95-1486 

 

幻の魚「ホシガレイ」の稚魚を搬入しました 

 

 

ホシガレイは，大型のカレイ類で食味がとても良く，高値で取引さ

れる高級魚です。 

 県では，平成 7 年度からホシガレイの種苗生産・放流に取り組んで

おり，東日本大震災後も関係機関の協力のもと，平成 24 年度から種

苗生産の取組を再開しています。 

 こうした中，5 月 22 日にホシガレイの放流効果の把握と資源造成を

目的として，（国研）水産研究・教育機構東北区水産研究所宮古庁舎で

生産された平均全長 5.6cm の稚魚 3 万尾を，管内 2 か所（寄磯 2 万尾，

鮎川 1 万尾）に搬入し，放流サイズの 8cm まで成長させることを目標

に中間育成を開始しました。 

 今回，稚魚を受け入れた宮城県漁業協同組合寄磯前網支所の青年部

長は，「初めてのことで不安はありますが，何もしなければ現状のまま。

養殖を含む各魚種の水揚げが不安定な中で，少しでも収益増と漁業の

魅力向上に繋がれば」と期待を込めていました。  

 中間育成により成長した稚魚の放流は 7 月頃を予定しています。 

 

 

 

■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 

ホシガレイ種苗を水槽に収容 

水槽に収容した種苗の観察 

民家に出没したニホンジカ 



   旋盤で金属材料を削る実演（金属加工科） 

かんなで木材を削る実演（木工科） 自動車のシャシを解説（自動車整備科） 

石巻高等技術専門校でオープンキャンパスを行います  

 
 7 月 20 日（土）と 8 月 30 日（金）に石巻高等技術専門校で，オープ

ンキャンパスを行います。（両日とも午後 1 時から） 

本校は，昭和 18 年に石巻造船補導所として職業訓練を開始し，昭和

39 年に現在の地（石巻市門脇字青葉西）に移転。現在まで 4,387 人の技

術者を送り出してきた歴史のある職業訓練校です。 

今年度も，自動車整備科，金属加工科，木工科の総勢 39 人の学生が将

来の技術者を目指し，訓練に励んでいます。 

オープンキャンパスでは，各科で行っている日々の訓練について，指 

導員と学生たちが体験と見学を通して分かりやすく解説します。将来，

技術を身に付けて就職したいと

考えている方はもちろん，どなた

でも参加できますので是非お越

しください。 

宮城県立石巻高等技術専門校 

TEL 0225（22）1719 

FAX 0225（94）7399 

HP http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/is-kougi/ 

    

 

 

 

 

 

 

初夏に漁獲されるカツオは「初ガツオ」や、「上りガツ

オ」と呼ばれ，身が引き締まり，さっぱりとした味わい

が特徴です。 

是非，今が旬の「カツオ」をご堪能ください。 
 

 

宮城県産のアナゴは，「北限のアナゴ」や「牡鹿アナ

ゴ」などと呼ばれ，築地市場等で高い評価を受けて

います。旬はまさに夏，脂ののった宮城県産アナゴを

見かけたら，天ぷら，煮アナゴはいかがでしょうか。 
 

 

 

 

 

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



イベント情報 

7 月 

7/6(土) 東松島市 
夏井いつき～句会ライブ～in 東松島 

（東松島市コミュニティセンター） 

7/13(土) 

石巻市 
石巻市民交響楽団第 14 回ファミリーコンサート 

（石巻市立蛇田小学校） 

東松島市 月浜海水浴場海開き 

7/14(日) 

石巻市 第 42 回石巻地方神楽大会（河北総合センター） 

東松島市 縄文グルメを食そう！～ウニ～（奥松島縄文村歴史資料館） 

7/20(土) 

石巻市 網地白浜海水浴場海開き 

石巻市 オープンキャンパス（石巻高等技術専門校） 

7/21(日) 

石巻市 北上川 川遊び体験 2019（脇谷閘門ほか） 

東松島市 縄文教室（奥松島縄文村歴史資料館） 

7/27(土) 石巻市 
サン・ファン歴史講座 慶長使節が育んだ世界 

（サン・ファン館） 

7/27(土)・28(日) 石巻市 
金華山黄金山神社龍神まつり・龍（蛇）踊り奉納 

（金華山黄金山神社） 

7/28(日) 

石巻市 
ダイヤモンド・プリンセス ウェルカムフェスタ 2019 

（雲雀野中央ふ頭） 

石巻市 北上川 川遊び体験 2019（脇谷閘門ほか） 

7/31(水) 石巻市 石巻川開き祭り（北上川ほか） 

 

  



8 月 

8/1(木) 石巻市 石巻川開き祭り・花火大会（北上川ほか） 

8/3(土) 石巻市 北上川 川遊び体験 2019（脇谷閘門ほか） 

8/3(土)～

9/29(日) 
全域 Reborn-Art Festival 2019 

8/4(日) 石巻市 牡鹿鯨まつり（鮎川浜） 

8/10(土)～13(火)・

8/15(木) 
東松島市 おいでよ、縄文村へ！（奥松島縄文村歴史資料館） 

8/11(日) 石巻市 2019 サマーフェスタ・イン・かほく（河北総合センター周辺） 

8/12(月) 石巻市 にっこり夕市（石巻にっこりサンパーククラブハウス駐車場） 

8/15(木) 石巻市 和の灯 2019 和渕夏まつり（石巻市和渕水辺の楽校公園） 

8/16(金) 東松島市 第 97 回東松島市鳴瀬流灯花火大会（鳴瀬川河川敷） 

8/18(日) 

石巻市 北上川フェア 2019（中瀬公園） 

東松島市 縄文教室（奥松島縄文村歴史資料館） 

8/21(水) 石巻市 
オーシャンドリーム ウェルカムフェスタ 2019 

（雲雀野中央ふ頭） 

8/24(土) 東松島市 東松島夏祭り（矢本駅前通り・大町商店街通り） 

8/25(日) 

石巻市 第 16 回トリコローレ音楽祭（石巻市の中心商店街） 

東松島市 松島基地航空祭（航空自衛隊松島基地） 

8/30(金) 石巻市 オープンキャンパス（石巻高等技術専門校） 

8/31(土) 石巻市 
サン・ファン歴史講座 慶長使節が育んだ世界 

（サン・ファン館） 

 

 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 0225-95-1767  FAX 0225-95-1471 

E-mail et-sinbk2@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-sinbk2@pref.miyagi.lg.jp

