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平成 30 年 7 月 4 日 発行 

宮城県東部地方振興事務所 

知事の「“みやぎの復興現場”訪問事業」を行いました 

 

 

 

  東日本大震災からの復興に前向きに取り組んでいる企業や団体等を村井嘉浩知事が訪問する「“みやぎの

復興現場”訪問事業」を，5 月 22 日に東部地方振興事務所管内で実施しました。 

 初めに，東松島市では，障がい者を積極的に雇用し，被災した土地を有効活用して農業を行っている「幸

満つる郷 KDDI エボルバ野蒜」を訪問し，事業所開設までの経緯や運営概要などについて説明を受け，ベビ

ーリーフ栽培ハウスと事務棟内の休憩室を見学しました。 

 次に，石巻市では，事業所内保育施設を設置した，たらこの加工販売業を行っている「湊水産株式会社」

を訪問し，被災から事業再開までの歩みや事業所内保育施設を設置した目的などについて説明を受け，加工

場と事業所内保育施設を見学しました。 

 最後に，女川町では，一般県道石巻女川線浦宿道路改良事業の工事現場を視察しました。現在，万石浦湾

内に仮桟橋を設置し，平成 32 年度橋梁完成を目指し，橋脚構築が進められています。 

 村井知事は，今回訪問した企業の先駆的な取組をモデルとして広げていきたいと話していました。 

 

 

「幸満つる郷 KDDI エボルバ野蒜」ハウス視察の様子             「湊水産株式会社」事業所内保育施設 視察の様子    



農業法人新入社員向け技術セミナーを開催します  

 

 

 当管内では震災後に地域農業の担い手として設立された農業

法人も多く，法人の社員として就農するケースが増加していま

す。社員の中には，農業以外の分野からの就農も多く，農業技

術に関する基礎的な知識の習得が必要であることから，石巻農

業改良普及センターでは，新入社員を対象とした基礎的な農業

技術研修として技術セミナーを開催します。今回は，農薬の基

礎知識です。 

 参加希望される方は，平成 30 年 7 月 19 日（木）までに下記

問い合わせ先へ連絡願います。 

・日時 平成 30 年 7 月 24 日（火）  

     午後 1 時 30 分から午後 3 時 30 分まで 

・場所 宮城県石巻合同庁舎 401 号会議室 

    （石巻市蛇田字新沼田 12 番地 4 街区 1 画地） 

・内容 農薬の基礎知識について 

 ※左の写真は平成 29 年度のセミナーの様子です。 

 

 

 
■お問い合わせ 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 

（石巻農業改良普及センター） 

 

石巻市河北の上品山牧場で牛の放牧がはじまりました  

 

 

石巻市河北地区の上品山放牧場で 5 月 18 日，牛の放牧が始

まりました。初日は市内の畜産農家 11 戸が黒毛和種の繁殖雌牛

40 頭を預けました。当日朝は前日からの降雨の影響もあり，あ

いにくの天候となりましたが，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会いのもと，1 頭毎に

健康状態を確認し，パドックに係留。その後，上品山の西南に

広がる標高約 400m にある放牧区に放され牧草を食んだりして

いました。 

 昭和 39 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，約 34ha 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 11 月初めまで行われます。 

 

 

 
 

■お問い合わせ 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      



「水の恵みカード」を配布しています 

 

 

 
県と農林水産省は，地域の農産物と農業水利施設

(水の恵み施設)をわかりやすく紹介するため，地域ご

とに『水の恵みカード』を作成し，配布しています。

石巻圏域のカードでは，河南地区の基盤整備した田ん

ぼで栽培しているみずみずしいキャベツと，旧北上川

から河南地区に農業用水を供給している中山揚水機

場(鹿又地内)を紹介しています。(カードは約 8.5 ㎝×

約 6 ㎝の光沢加工紙で，１枚のカードの表裏面に写真

と解説を掲載しています) 

   
県内では，5 つの圏域（大河原，仙台，大崎，石巻，登米）でそれぞれ『水の恵みカード』を作成したほか，２つの圏域

（栗原，気仙沼）では県独自の『水土里の恵みカード』をそれぞれ作成しました。地域の特産物や農業用施設がわかる，

各地域限定のカードとなっていますので，ぜひ，お手にとってみてはいかがでしょうか。 

 カードは圏域毎の県地方振興事務所及び一部の農産物直売所等で配布しています。 

 

■お問い合わせ 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 

 

森林からゴミをなくそう！～森林のゴミ一掃奉仕活動～  

 

 

「環境の日」である 6 月 5 日，石巻地区森林組合主催による

「森林のゴミ一掃奉仕活動」が，石巻市内の 2 箇所で実施され

ました。今回で 22 回目を数え，当日は石巻市職員など関係者約

50 名が集まり，県からは東部保健福祉事務所から 2 名，東部地

方振興事務所から 5 名が活動に協力しました。 

 県の担当区域は，渡波袖ノ浜の市道沿いで，通行車両が少な

く，車の停車スペースのある谷側斜面に大量のゴミが捨てられ

ていました。 

 時間内に全てを回収できませんでしたが，空き缶や空き瓶の

ほか自転車などの粗大ゴミが約 4 ㌧石巻市ゴミ収集車で収集さ

れ，冷蔵庫 2 台，電子レンジ１台，テレビ 4 台やタイヤ 67 本

は，森林組合のトラックで協業組合石巻廃棄物処理センターに

搬入されました。 

 石巻地区森林組合では，森林の公益的な機能を阻害し，環境

破壊につながるゴミの清掃活動を今後も続けていくこととして

います。皆様もゴミ不法投棄撲滅に御協力をお願いします。 

 

 
 

■お問い合わせ 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 

表 裏 



みやぎの漁師を目指す長期研修がスタートしました  

 

 

「平成 30 年度みやぎ漁師カレッジ」が 6 月 1 日に女川町で
開講しました。 
 受講生は，20 代から 40 代の 8 名で，みやぎで漁業をしたい，
漁師になりたい，そんな思いをもって県内外から参加していま
す。 
 漁師カレッジでは，水産業の基礎知識や漁労技術の習得，漁
業に関する資格取得に向けて，女川町を拠点として 7 か月間に
わたって行われます。 
 座学では，漁業制度や経営，技術講習ではロープワークや操
船技術を学びます。漁業体験では，ホヤやギンザケ養殖，定置
網の船に乗り込み，漁業者の皆さんと一緒に漁労活動に参加し
ます。また，普段は聞けない漁師の思いを知ってもらい，交流
を深めてもらうため，熟練した漁業者の方との意見交換や懇談
も開催します。 
 5 か月間の研修期間終了後は，研修生が自ら希望する養殖業
や漁船漁業を選択し，専門研修として，漁業の現場で 2 か月間
体験研修に参加します。 
 この研修を終えて，昨年は，2 名が新規就業し，4 名が後継者
として漁業に従事することになりました。 
 東部地方振興事務所水産漁港部では，宮城県漁業就業者確保
育成センターと連携し，今年度の受講生の方々も，研修を受講
した思いを叶え，みやぎの水産業の将来を担う漁業後継者とし
て育ってもらえればと期待しています。 

 

 

 

■お問い合わせ 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 30 年度オープンキャンパス」を行います！  

 

 

7 月 21 日（土）と 8 月 31 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 4，358 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。 

 今年度は，自動車整備科 1 年 20 人，金属加工科 6 人，木工

科 10 人が 4 月 10 日に入学し，在校生の自動車整備科 2 年 18

人と共に，総勢 54 人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を，

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。 

ホームページ http//www.pref.miyagi.jp/soshiki/is-kougi/ 

 

 
 

■お問い合わせ 石巻高等技術専門校  電話番号 0225-22-1719      

 

みやぎ漁師カレッジの開講式 

（前列に研修生 8 名） 

石巻魚市場での施設見学 



イベント情報  

７月 

7/7(土) 東松島市 青年劇場「あの夏の絵」（東松島市コミュニティセンター） 

7/7(土)･7/8(日) 東松島市 シーカヤック体験（松島自然の家） 

7/8(日) 東松島市 
みんなでワイワイ遊んで楽しく交流！ボードゲーム体験デイ 

（蔵しっくパーク） 

7/13(金) 石巻市 網地白浜海水浴場海開き 

7/14(土) 東松島市 月浜海水浴場海開き 

7/15(日) 東松島市 
とっておきの音楽祭 in 東まつしま 2018 

（矢本駅周辺及び矢本商店街） 

7/16(月) 東松島市 野蒜海岸地引網（野蒜海岸） 

7/21(土) 

石巻市 渡波海水浴場海開き 

石巻市 白浜海水浴場海開き 

東松島市 
常夏気分で Party Night ボヌールマルシェビアガーデン 

ナイトマーケット IN 蔵しっくぱーく（蔵しっくパーク） 

7/21(土)・22(日) 

石巻市 マンガッタンフェスティバル 2018（石ノ森萬画館） 

女川町 涌谷産直市（たびの情報館ぷらっと） 

7/22(日) 東松島市 縄文教室（奥松島縄文村歴史資料館） 

7/28(土) 

石巻市 
ダイヤモンド・プリンセス ウェルカムフェスタ 2018 

（雲雀野中央ふ頭） 

石巻市 
サン・ファン歴史講座 大使・支倉常長の謎 

（サン・ファン館） 

7/28(土)・29(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） 

7/29(日) 女川町 女川獅子振り披露会（女川駅前広場） 

7/31(火) 石巻市 石巻川開き祭り（北上川ほか） 



 

 

8 月 

8/1(水) 石巻市 石巻川開き祭り・花火大会（北上川ほか） 

8/4(土) 東松島市 宮戸夏まつり（宮戸市民センター） 

8/5(日) 

石巻市 
2018 サマーフェスタ・イン・かほく・花火大会 

（石巻市情報プラザ及び河北総合センター(ビッグバン)周辺） 

石巻市 牡鹿鯨まつり（鮎川浜） 

8/9(木) 石巻市 
ＭＳＣスプレンディダ ウェルカムフェスタ 2018 

（雲雀野中央ふ頭） 

8/11(土)～

14(火) 
東松島市 おいでよ！縄文村へ！（奥松島縄文村歴史資料館） 

8/12(日) 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） 

8/15(水) 石巻市 和の灯り 2018 和渕夏まつり（石巻市和渕水辺の楽校公園） 

8/16(木) 東松島市 第 96 回鳴瀬流灯花火大会（鳴瀬大橋上流左岸河川敷） 

8/18(土) 東松島市 
ボヌールマルシェ×フリマ 第 2 弾 サマーマーケット 

（蔵しっくパーク） 

8/25(土) 

石巻市 
サン・ファン歴史講座  

出帆 400 年が促した内外の慶長使節再評価（サン・ファン館） 

東松島市 東松島夏祭り（矢本駅前から蔵しっくパーク周辺ほか） 

8/26(日) 

石巻市 第 15 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） 

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

