
 

第 10 号 
令和 2 年 6 月 29 日 発行 

宮城県東部地方振興事務所 

公式ＳＮＳ「いいねっいしのまき」はじめました 

 

 

 

 

 東部地方振興事務所では，石巻地域の観光や食材・特産品の情報を全国に向けて PR する

ため，令和 2 年 4 月から，公式 SNS（Facebook・Instagram・Twitter）を立上げました。 

 この公式 SNS では，心安らぐ観光スポット，イベント情報，そして多種多様な旬の美味し

さなど，石巻地域ならではの「キラリ」と光る魅力を全国へと発信しております。 

 嬉しいことに，新聞や地域のラジオでも多数取り上げていただき，立上げてからはじめの

1 か月で全国の延べ 3 万人の方が御覧になり，1,600 人以上の方から「いいね」を頂戴しま

した。 

 これからも毎日，「活（いき）」な情報を全国の皆様にお届けし，石巻地域の素晴らしさ

をご紹介し続けて参ります。是非「いいね」を押して頂き，更に愛される SNS へと，皆様の

手で育てて頂けます様，お願いいたします。 

 また，全国にお届けしたい情報が身近にございましたら，当事務所の 5 人の女性スタッフ

が，取材に伺いますので，石巻地域の皆様の御連絡をお待ちしています。 

 

■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 
 

 

佐藤所長の初投稿に，むすび丸が応援にかけつけました。 

 



石巻の企業が開発した「オリマスク」の紹介 

 

 

 
 新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振

るっており，国内の大手企業が新たにマスク製造

に参入するなど，今後もその需要が見込まれてい

ます。 

 そうした中，石巻市のヤグチ電子工業株式会社

（石巻市鹿又）において，病院・介護施設などマ

スク不足の職業従事者向けに，純国産の不織布の

みを採用した組み立てキット式で，ウイルス飛沫

を 95％以上カットする「オリマスク」を開発しま

した。 

（URL：https://www.orimask.org/） 

   

 同社は昨年，受注生産中心の事業形態から開発型メーカーへと成長している点が評価され，第 8 回富県宮

城グランプリで特別賞を受賞するなど，管内でも注目されている「ものづくり」企業の一つです。 

 この「オリマスク」は，オープンソースの無償プロジェクトであり，誰でも自由に制作・製造・販売でき

ます。また，同社のホームページからも購入することができます。 

 

■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 

 

アスパラガス栽培管理情報を YouTube で発信します 

 

 

アスパラガスは春の食卓を彩る野菜で，直売所でもすぐに

売り切れる人気品目です。一度定植すると 10 年以上の収穫

が可能ですが，定植 2 年目以降は病害虫防除が大きな課題と

なり，国内産地及び作付け面積が減少しています。こうした

状況の中，明治大学とパイオニアエコサイエンス株式会社に

より，「採りっきり栽培Ⓡ」法が共同開発されました。この新

しい栽培方法では，病害虫防除が慣行より少なく，省力化を

図れることから，栽培に取り組む生産者が増えつつありま

す。 

 農業振興部では，令和 2 年度よりプロジェクト課題「地域

活性化に向けた高収益作物（アスパラガス）の導入・定着」

を開始し，ほ場巡回等の現地指導，栽培管理勉強会などの開

催により，アスパラガス生産を支援しています。また，新し

い取り組みとして栽培者向けの栽培管理情報を YouTube へ

投稿する情報発信を始めています。4 月 8 日に開催した勉強

会の内容についても配信していますので，左記 QR コードよ

りご覧ください。 

 

 

 

■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 

「オリマスク」完成品 

収穫直前のアスパラ 

QR コードを読み取り，勉強会の様子をご覧ください。 



試験栽培，はじめました。 ～challenge in 宮戸～  

 

 

 東松島市・宮戸地域では，今年度，“試験栽培”を実施して

います。この試験栽培は，災害復旧事業を実施したものの，農

道が狭小でトラクター等の大型機械の往来が難しいほ場や，水

供給が無く天水頼りの営農とならざるを得ないほ場での，営農

のあり方を検討するために行うものです。 

 今回栽培するのは，アスパラガス・ミニトマト・さつまいも

です。省力化・低コスト化・労働低負荷・高収益等を期待でき

る栽培方法により，これらの作物を栽培します。  

 4 月中旬から下旬にかけて，当部職員ほか，関係各所の協力

のもと，ほ場を準備しアスパラガスを定植しました。ほ場の土

は硬く，作業前は栽培が不安視されましたが，入念に耕耘を行

ったことで，無事に定植することができました。定植したアス

パラガスは，来年春の収穫を予定しています。 

 今後は，5 月下旬に改めてほ場の準備を行い，6 月にミニト

マト・さつまいもの定植を実施する予定となっています。 

 

 

 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 農業農村整備部 農村振興班  電話番号 0225-95-1411（内線 2630） 

 

牧草等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  

 

 

2011 年の東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故が発

生してから 9 年が過ぎましたが，今も食品衛生法で定められた

食品中の放射性物質の基準を超えない，安全な畜産物を生産す

るための取組を行っています。 

 牛や羊が食べる管内の牧草については，毎年，春に放射性物

質のモニタリング検査等を実施し，県で定めた基準以下で安全

であることを確認してから給与するよう指導しています。 

 さらに，モニタリング検査をしている地域の牧草を食べてい

る牛や羊については，県内でと畜する前（生きている内）に体

内に基準値を超える放射性物質がないか確認をしてから出荷

しています。 

 このように，流通している牛肉や羊肉は計画的な検査を実施

し安全性を確認していますので，安心してお召し上がりくださ

い。 

 

 

 

 

■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 

作業（施肥）の様子 

定植したアスパラガス 

草地を走り回る子羊たち 

河北上品山牧場の牧草地 



令和２年度狩猟免許試験が開催されます 

 

今年度も狩猟免許試験を上記日程のとおり開催いたします。なお，今年度は新型コロナウイルス感染症の影響

により，受付人数につきまして上記のとおり，試験日ごとに定員を設けております。受付は先着順で受付人数が

上限に達し次第，締切日を待たずに受付を終了する場合がございますので，あらかじめご了承願います。（※郵送

による申請受付は行いません。）ご不明点は下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験会場 試験日 受付開始日 受付締切日 受付定員 

岩出山文化会館 

（わな猟限定） 

７月１５日（水） ６月１５日（月） ７月１日（水） 東部定員：３名 

（県全体：40 名） 

宮城県大崎合同庁舎 ７月２２日（水） ６月２２日（月） ７月８日（水） 東部定員：６名 

（県全体：36 名） 

宮城県大崎合同庁舎 ８月２３日（日） ７月２７日（月） ８月７日（金） 東部定員：６名 

（県全体：36 名） 

宮城県登米合同庁舎 ９月１２日（土） ８月１２日（水） ８月２８日（金） 東部定員：２名 

（県全体：15 名） 

宮城県石巻合同庁舎 

（わな猟限定） 

１月２３日（土） １２月２３日（水） １月８日（金） 東部定員：７名 

（県全体：31 名） 

 

 

 

 
■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 

 

石巻地域における「藻場の保全活動」がスタートしました！ 

 

 

みなさんは“磯焼け（いそやけ）”という言葉をご存じでし

ょうか。磯焼けとは，コンブやアマモなどの海藻（草）類が群

生し，多くの海洋生物の生活を支える藻場（もば）が，急激な

自然環境の変化や，海藻を食べるウニなどが増えすぎる食害が

原因で発生すると考えられており、“藻場（もば）”が消失し

てしまう現象のことで，「海の砂漠化」ともいわれています。

県内でも各地で磯焼けが進み，生態系や沿岸漁業への影響が懸

念されています。 

 石巻地域では，今年度から国の「水産多面的機能発揮対策事

業」を活用した藻場の保全活動がスタートしており，今年最初

の取組として，5 月 8 日に石巻市渡波地区の活動組織「ISOP（イ

ソップ）」によるウニの駆除活動と駆除したウニの身入り回復

を目的とした陸上養殖試験が行われました。 

 今後は，磯焼けが発生したエリアへの海藻の移植や，地域へ

の教育活動等を展開し，県，石巻市，活動団体等の連携による

藻場の再生，保全に向けた取組を進めていきます。 

 

 

 

 

■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 

ウニの増えすぎにより“磯焼け”が発生した海域 

海中でのウニの駆除活動の様子 

 



マアナゴ 

ニタリクジラ 

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 18 日（土）と 8 月 30 日（日）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 4,413 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 29 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説明します。 

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/ 

    

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

石巻 

いてい 

く 

区 

あ 

油が 

 

あぶらは 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ボール盤で金属に穴を空ける体験（金属加工科） 

かんなで木材を削る体験（木工科） 自動車のタイヤ脱着体験（自動車整備科） 

《７月のおすすめ》 

宮城県では，暗く狭いところを好む「ア 

ナゴ」の習性を利用して，細長い筒に餌を 

入れて海底に沈める『はも胴(どう)漁法』 

が行われます。この漁法は他の産地の釣り 

針漁法と違い，口や体に傷がつかず，生き 

たまま出荷され，味が落ちにくいという特 

性があり高い評価を得ています。  

 これからの季節の「アナゴ」は脂の乗り 

が良く，蒲焼き，煮穴子，天ぷらなどいろ 

いろな料理を楽しむことができます。 

《8 月のおすすめ》 

昨年，31 年振りに商業捕鯨が再開されま 

した。 

クジラ肉は，高タンパク・低脂肪といった 

栄養面のほか，抗疲労作用のバレニンやオメ 

ガ 3 系多価不飽和脂肪酸（EPA、DHA など） 

といった機能成分を含有していることが注 

目されています。 

竜田揚げ，みそ漬け，ステーキなどいろい. 

ろな料理を楽しむことができます。 

（記事引用：水産庁 HP） 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/　soshiki/
http://www.pref.miyagi.jp/　soshiki/


 

 

７月 

6/１（月）～ 
８/３０（日） 

石 巻 
「萬画の国・いしのまき」石ノ森萬画館 第 77 回特別企画展・
連載 30 周年記念 はじめの一歩 大原画展～魂のバウト～ 

～8／31（月） 石 市 
サン・ファン号ファイナルプロジェクト 令和 2 年度企画展 
帆船模型から見る世界の船 ～Around The World～ 

７/１８（土） 石 巻 オープンキャンパス（石巻高等技術専門校） 

７/１９（日） 石 巻 サイボーグ００９の日イベント（石ノ森萬画館） 

７/２３（木・祝）

７/２４（金・祝） 
石 巻 石ノ森萬画館 19th Anniversary イベント（石ノ森萬画館） 

８月 

８/２３（日） 東松島 シーカヤック体験（松島自然の家） 

８/３０（日） 石 巻 オープンキャンパス（石巻高等技術専門校） 

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 

宮城県広報課 Facebook 

宮城魅力ハンター 

 

 

 

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

７・８月のイベント情報 

宮城県内のイベント情報等について詳しくはこちらをチェック！ 

                       

 

 

SNS で石巻・東松島・女川の「観光・食」等に 

関する『活
いき

』な情報を発信しています。 

 

「いいねっいしのまき」で検索してください 

※ 掲載されているイベントは、新型コロナウイルス感染拡大等の防止のため、中止または延期になる 

可能性があります。 

 

mailto:et-sinbk2@pref.miyagi.lg.jp

