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宮城県東部地方振興事務所 

宮城県のブランド米「だて正夢」の収穫が始まります 

 「だて正夢」は今年でデビュー３年

目となる，とびきりの甘みともちもち

食感が特長の新しいお米です。｢だて正

夢｣は，宮城県米づくり推進本部による

登録を受けた生産者が，土づくりに取

り組むことや県が作成する｢栽培マニ

ュアル｣に基づいた栽培管理を行うこ

となどの遵守事項を守って生産してい

ます。  

 出荷されるお米は品質基準をクリアし，農産物検査で１等となったものがロゴマークを付

けて販売されています。日本穀物検定協会の｢食味ランキング｣においても平成２８年産米，平

成２９年産米の２年間，いずれの年も最高ランクである｢特 A｣の評価を得ています。 

 当管内では，７３ha で栽培されており，今後作付面積を増やしていく予定です。 

 今年は７月に日照不足や長雨があり，低温が心配される時期もありましたが，石巻農業改良

普及センターで生育調査しているほ場におい

て生育は平年並みで，８月８日に出穂期とな

り順調に登熟が進み，収穫時期を迎えました。

新米の販売は 10 月 17 日（土）の予定です。 

 

 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 農業振興部 先進技術第一班  電話番号 0225-95-7612 

 

 

穂が出そろい，開花中の様子 

五穀豊穣を表す米俵がモチーフです 



令和２年度石巻地方政策調整会議を開催しました 

 

 

 
 令和 2 年 8 月 7 日（金），石巻市ささえあいセン

ターにおいて，令和 2 年度石巻地方政策調整会議を

開催しました。 

 今年度は，新型コロナウイルス感染症の影響によ

り，例年より遅い開催となりましたが，管内各市町

の首長及び幹部職員のほか，管内選出県議会議員 6

名の方々にご出席いただき，県の重点的な取組に対

する主な意見等に対して回答したほか，新型コロナ

ウイルス感染症への対応などを報告しました。 

   
 また，新型コロナウイルス感染症への対応に係る管内の体制強化や水産業及び水産加工業への支援策，石

巻高等技術専門校のあり方について活発な意見交換がなされました。終息する見通しが立たない新型コロナ

ウイルス感染症への対応や管内が抱える諸課題に対し，関係機関がこれまで以上に連携し，的確な対応を講

じていく必要があると再認識できた有意義な会議となりました。 

 

■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 

 

石巻地域の物産と観光展を開催しました  

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により，大きな打撃を受け

た石巻地域の物産販売や観光の回復に繋げるため，7 月 11 日か

ら 26 日までの 16 日間，道の駅国見あつかしの郷（福島県国見

町）で「石巻地域の物産と観光展 in あつかしの郷」を開催しま

した。 

 開催初日に実施したオープニングセレモニーでは，仙台・宮

城観光 PR キャラクターの「むすび丸」に加え，石巻地域２市１

町の観光 PR キャラクターが登場しました。 

 開催期間中は，新鮮なホヤや鯨肉，金華サバなどの水産物を

中心に，石巻地域のバラエティーに富んだ地場産品が並んだほ

か，観光スポットの紹介コーナーでは，訪れた方々が石巻地域

の文化や見どころに触れていました。 

 また，9 月 19 日から 22 日の 4 日間についても，同道の駅で

三陸地域の物産展を開催し，多くの方で賑わっていました。 

 今後も，新型コロナウイルス感染防止対策を徹底した上で，

石巻地域の産業振興や観光 PR に取り組んでまいります。 

 

 

 

■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 

会議の様子 

オープニングセレモニー 

会場の様子 



農産物直売所向け HACCP 研修会を開催しました 

 

 

 
食品衛生法の改正に伴い，令和 3 年 6 月から

HACCP に沿った食品衛生管理が義務化されます。 

 HACCP（ハサップ）とは，原料の受け入れから製

品の納品までの作業の中で，食中毒や健康被害の発

生する恐れのあるポイントを見つけ，管理するシス

テムです。 

 農産物直売所における惣菜や漬物等の販売につ

いても，HACCP の考え方に沿った食品衛生管理を

行わなければなりません。 

   
このことから，7 月 31 日に直売所出荷者等約 40 名を対象に「直売所向け HACCP 研修会」を開催し，県

東部保健福祉事務所職員を講師に，HACCP の概要や衛生管理計画の作成等について学びました。 

 衛生管理計画の作成では，出荷者自らが販売する惣菜や漬物を想定した実習を行い，理解を深めることが

できたようです。来年 6 月の義務化に向け，引き続き直売所出荷者等への支援を行っていきます。 

 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 農業振興部 農業振興班  電話番号 0225-95-7809 

 

「宮戸を語ろう」グループワークを開催～challenge in 宮戸 第３弾～ 

 

 

令和 2 年 8 月 6 日，地元企業や地域の方などの関係者にお

集まりいただき，「宮戸を語ろう」グループワークを開催しま

した。今回の challenge では，災害復旧事業の実施に関連して

試験栽培を実施しているほ場でのフィールドワークと，「宮城

県松島自然の家」でのグループワークを行いました。 

 フィールドワークは，宮戸地域におけるこれまでの取組につ

いて経緯を説明した上で，試験ほ場の生育状況を確認したもの

です。4 色に実ったミニトマトを，参加者で試食しました。 

 グループワークでは宮戸地域の資源を活用したイベントに

ついて，話し合いを行いました。今回出していただいた様々な

意見は，次回さらにブラッシュアップする予定となっておりま

す。 

 グループワーク終了後，松島自然の家職員考案の「奥松島 4

色マルゲリータピザ」の試食を行いました。はじけるような酸

味と甘みのミニトマトと，濃厚なチーズが織りなすハーモニー

に，参加者は舌鼓を打ちました。 

  

 

 

 

■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 0225-95-7922 

直売所向け HACCP 研修会の様子 

グループワークの様子 

奥松島４色マルゲリータピザ 



石巻市河北上品山牧場での牛の放牧  

 

 

石巻市河北地区の上品山放牧場で 6 月 26 日（金）に牛の

放牧が始まりました。当日はあいにくの雨模様でしたが，市

内の畜産農家 14 戸から黒毛和種の繁殖雌牛 36 頭が預託さ

れました。当日朝，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立ち会いのもと，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，震災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）

を実施しました。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 

 

『ホヤ祭り 2020』を開催しました！  

 

 

8 月 7 日（金）午前 10 時から，宮城県石巻合同庁舎におい

て，｢みやぎ水産の日｣特別企画『ホヤ祭り 2020』販売会を開催

しました。宮城県漁業協同組合谷川支所青年部の「殻つき生ホ

ヤ(発泡箱氷詰めセット)」，マルキ遠藤株式会社の旬の美味し

い時期に水揚げされた『ホヤ』を使用した加工品などの商品が

販売され，朝から地域の多くの方々に来場いただき，大変賑わ

った販売会となりました。 

 宮城県漁業協同組合谷川支所青年部の「殻つき生ホヤ(発泡

箱氷詰め)」は，青年部の方々が朝水揚げした新鮮な『ホヤ』と

いうこともあり，開始前より多くの方が並びました。 

 マルキ遠藤株式会社は，「蒸しホヤ」や「干しホヤ」，「ホ

ヤの塩辛」や「ホヤの粕漬」，更に「ピリ辛に味付けしたホヤ

ジャン」など数種類の加工品を販売し，こちらも好評で，売り

切れとなった商品もありました。『ホヤ』の加工品は，旬の時

期に関係なく購入できますので，みなさんも是非，様々な『ホ

ヤ』の加工品も味わってみてください。 

 

 

 

■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 

放牧開始時の様子 

河北上品山牧場の牧草地 

殻つき生ホヤ（発泡箱氷詰めセット） 

販売会の様子（マルキ遠藤株式会社） 



石巻高等技術専門校で親子職業訓練体験を行います。 

 

 

石巻高等技術専門校では，親子職業訓練体験「おやこハロート 

レーニングフェスティバル」を開催します。 

 少子化や職の多様化などから，ものづくりの技術者に従事する 

人が減少しています。 

 小学生の皆さんが体験により，ものづくりの楽しさを実感し， 

将来の仕事を考えるきっかけにしてほしいと思います。  

 皆さん，是非，お越しください。お待ちしております。 

 ○日 時 １０月１８日（日）１０：００～１５：００ 

 ○対 象 訓練体験 小学４年生から小学６年生とその保護者 

      自由体験 小学生とその保護者（誰でも体験できます。） 

 ○内 容 訓練体験 ①自動車エンジン組立②ペンスタンド製作 

      自由体験 ①バス運転席操作体験②金属コマ回し  

           ③木工パズル など 

 ○受 付 訓練体験は，先着順に受付で整理券を配付します。 

      午前の部 ９時４５分～，午後の部 １２時４５分～ 

 ○その他 自由体験や学校見学は，予約不要です。  

 

  

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

 

 

 

 

 

１０月 

９/１２(土)～ 
 １１/２９(日) 

石 巻 
「萬画の国・いしのまき」石ノ森萬画館 第 78 回特別企画展 

Cat Art 展 ～シュー・ヤマモトの世界～ 

１０/１８(日) 石 巻 
親子職業訓練体験(対象:小学とその保護者) 

「おやこハロートレーニングフェスティバル」 
（石巻高等技術専門校） 

１０/１８(日) 石 巻 
ライドハンターズ in 石巻 ～東北地方在住者限定～ 

（ツール・ド・ニッポン） 

１０/２１(水) 石 巻 
ふれあいコンサート in 石巻合庁 

『みやぎ水産の日販売会』in 石巻合庁 

１０/２８(水) 石 巻 
サン・ファン・バウティスタ号出帆記念日 

サン・ファン館無料開館 

10 月のイベント情報 

鉄と木を組み合わせたペンスタンド作り 

エンジン組み立て体験 



 

 

 

 

 

 

１１月 

１１/１(日) 

東松島 奥松島縄文まつり(奥松島縄文村歴史資料館) 

石 巻・女 川 
牡鹿半島チャレンジライド 2020 ヒルクライム＆ファンライド 

～東北地方在住者限定～ 

１１/１(日)～ 
１１/３(火･祝) 

石 巻 
サン・ファン・バウティスタ号出帆記念祭 

サン・ファン館無料開館 

１１/上旬～ 
１/下旬 

石 巻 
サン・ファン・イルミネーション 2020 

（石巻市サン・ファン・バウティスタパーク） 

１１/１１(水) 石 巻 ふれあいコンサート in 石巻合庁 

１１/１４(土) 東松島 
松島基地ランウェイライド 2020 

～東北地方在住者限定～ 

１１/１５(日) 東松島 
石巻地区青年文化祭（東松島市コミュニティセンター） 

展示 ※ステージイベントは動画配信 
（詳細は東部教育事務所 HP に掲載） 

１１/１８(水) 石 巻 『みやぎ水産の日販売会』in 石巻合庁 

宮城県広報課 Facebook 

宮城魅力ハンター 

 

 

 

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 

１１月のイベント情報 

※ 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。各イベントの最新実施状況は，開催施設，団体に確認願います。 

 

 

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！ 

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

