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宮城県東部地方振興事務所 

小学生の産業学習旅行（女川町）を実施しました 

 

 

 

 

 東部地方振興事務所では，震災からの産業復興の取組を教育旅行の受入体制整備や機運醸成につな

げ，あわせて地域の子どもたちに地域産業の魅力を発見し理解を深めてもらおうと，昨年度から地域の

子どもたちが地域の産業を見学・体験する事業を行っています。 

 今年度は，8 月 2 日に小学生の産業学習旅行（女川町）を実施し，女川小学校の 4～6 年生 19 名が

参加しました。 

 初めに，小型船専門の造船所である株式会社聖人堀鐵工所（石巻市）を訪問し，工場や修理した船を

大型クレーンで運ぶ様子を見学しました。次に，たらこの加工販売業を行っている湊水産株式会社（石

巻市）を訪問し，たらこ作りに挑戦しましたが，この際，安倍首相の訪問と重なるというサプライズが

ありました。最後に，トレーラーハウスを利用したホテル・エルファロ（女川町）を訪問し，ホテル業

の説明を受けた後，トレーラーハウスの個室を見学しました。 

 引率した先生からは，「どの訪問先も子どもたちは目を輝かせていて，地元産業への興味や関心が一

段と高まった。貴重な学びの機会を提供いただき感謝する。」との感想をいただきました。 

 今後，石巻市では 10 月 18 日に，東松島市では 11 月 13 日に実施の予定です。 

 

「湊水産株式会社」訪問時の様子 

しょうにんぼりてっこうしょ 



石巻地域生活研究グループ連絡協議会が販売研修会を開催しました 

 

 

石巻地域生活研究グループ連絡協議会では，8 月 8 日及び 9

月 12 日に石巻合同庁舎１階ロビーで販売研修会を開催しまし

た。日頃，当協議会では，直売所や女性起業者の先進事例を学

ぶ移動研修会，農村女性と漁村女性の交流会，農村部の伝統料

理や旬の野菜を活用した料理講習会などを開催しており，会員

の技術研鑽，地場産品を利用した加工・販売活動は，食文化の

伝承や食育活動などに重要な役割を果たしています。 

 今回の販売研修会は，日頃の営農や加工・販売活動の成果を

披露し，直売を通して実践的な販売力や接客力を高めるととも

に，消費者との交流を深めるものです。会員各自の農水産物及

び加工品を月替わりで販売し，8 月・9 月の開催日には，新鮮

な野菜や彩りの良いお弁当などを多くのお客様が購入してい

ました。 

 次回は，10 月 17 日（水）午前 11 時から午後 1 時まで，み

やぎ水産の日と合同で開催し，新鮮な野菜やお弁当等を販売す

る予定ですので，多くの皆様のご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 

 

石巻地域肉用牛共進会を開催しました  

 

 

7 月 4 日，みやぎ総合家畜市場（遠田郡美里町）で，平成 30

年度石巻地域肉用牛共進会が開催されました。出品者・関係者

含め，約 100 名が来場し，天候にも恵まれ，盛り上がりを見せ

た大会となりました。 

 この共進会は，石巻地域の家畜改良意欲の高揚や飼養管理技

術の向上と普及を図ることを目的とするほか，平成 30 年 9 月

14 日から 15 日に開催される宮城県総合畜産共進会(肉用牛の

部)で，石巻地域の代表となる出品牛を選定する予選会も兼ねて

います。 

 大会当日は河北町和牛改良組合からは 7 頭，河南町和牛改良

組合からは 6 頭，桃生町和牛改良組合からは 5 頭，東松島市和

牛改良組合からは 3 頭の合計 21 頭の牛が出品されました。第 1

区から 3 区まで和牛審査標準に基づき厳正な審査が行われ，合

計 8 頭が宮城県総合畜産共進会の出品牛に選抜されました。 

 また，最も入賞牛の多かった，河北町和牛改良組合に団体賞

が授与されました。 

 

宮城県総合畜産共進会では，石巻地域の代表牛に選抜された 8

頭の出品者や関係者が一丸となって，調教指導や牛体の手入れ

をして，上位入賞を目指します。 

 

 
 

■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 

新鮮な野菜を取り揃えています 

お弁当も好評です 

審査風景 

3 区で最優秀賞を受賞した「ひろゆり」号 



石巻市釜谷太陽光発電所が完成しました！  

 

 

石巻市釜谷に太陽光発電施設が完成し，今年 10 月から発電を

開始する予定です。 

 この施設は，国，県及び石巻市が費用を負担し，県が施設建

設していたもので，完成後は地域の 4 土地改良区へ引き渡す予

定としており，管理・運営も土地改良区が行います。 

 施設から得られる売電益は，東日本大震災に伴う地盤沈下を

原因として，農業排水機場の運転時間や稼働回数の増加によっ

て生じる，農家の費用負担の軽減に充てることとしており，地

域農業に対する震災復興の後押しになると期待されています。 

 なお，農業用排水機場は農地以外から流出した雨水の排除や

宅地等への浸水を軽減する役割を併せ持っています。 

 発電出力は約 920ｋｗ，敷地面積は約 1.2ha で用地の大部分

は石巻市の協力の下，防災集団移転跡地を充てています。  

 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 農業農村整備部 農地整備第一班  電話番号 0225-95-7936 

 

～木の香るおもてなし～道の駅「上品の郷」に木製品が導入されました！ 

 

 

県では，多くの県民が利用する民間施設等を木質化する事業体を

支援する「木の香るおもてなし普及促進事業（みやぎ環境税活用事

業）」により，県産木材の利用を推進しています。今年８月下旬，

株式会社かほく・上品の郷が当事業を活用し，石巻市にある「道の

駅上品の郷」のレストラン「栞(しおり)」に木製品を導入しました。 

 当施設は木材をふんだんに使用した木造建築物で，レストランの

他にも農産物直売所，温泉保養施設等を経営しており，地域に癒し

の場を提供しています。 

 このたび導入した木製品は，石巻地区森林組合（石巻市）と株式

会社ミヤウッド（石巻市）から原料として県産木材を供給されたみ

うら家具株式会社（東松島市）で製作されたもので，地域の関係者

が連携して作られています。今回の改装は木の色合いを活かした魅

力的な内装リフォームとなり，木造の建物と相まって，木の温かみ

をより一層感じられるものになっています。 

 当事務所では，今後も県民の皆様が利用する民間施設等の木質化

を通じて，県産材の魅力を発信していきます。 

 

 

 

 

■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 

発電所の全景（右上が富士川及び北上川） 

レストラン「栞」 

県産木材を使用した木製品 



密漁防止巡回広報が震災以降初めて開催されました  

 

 

石巻市に本所がある宮城県漁業協同組合は，8 月 3 日から 9 月 7

日にかけて，アワビやウニなどの密漁防止を目的に「密漁防止巡回

キャンペーン」を行いました。 

 この取組は，東日本大震災後に中止されていましたが，震災以降

も密漁は後を絶たず発生しているため，広報活動を再開したもので

す。 

 巡回広報には，宮城県漁協や宮城県警察，石巻海上保安署，沿岸

関係市町，県などの関係者が，パトカーや「密漁防止」のステッカ

ーを貼った広報車 8 台に分乗して，管内の各浜を巡回しました。 

 到着した浜では，地元漁業者と密漁防止にかかる取組や，密漁を

発見した場合の連絡体制等を確認し，これからも関係機関と連携強

化を図り，対応していくことを再確認していました。 

 県内のアワビ漁獲量は，平成 15 年は 247 トンでしたが，平成

29 年には 89 トンまで減少しています。 

 県では，今後ともアワビやウニなどの磯根資源を守り，漁業者の

経営安定を確保するため，関係機関と連携しながら密漁防止への取

組を強化していきます。 

 

 

 
■お問い合せ 東部地方振興事務所 水産漁港部 漁業調整班  電話番号 0225-05-1473 

 

第１７回港湾感謝祭が石巻港で開催されます！  

 

 

10 月 14 日（日）に石巻港大手ふ頭にて，港湾感謝祭が開催

されます。 

 17 回目の開催となる今回は，宮城海上保安部の巡視船「くり

こま」が登場し，一般公開を行います。また，各種ステージイ

ベントや港湾関連企業・官公庁によるＰＲブースなど，盛りだ

くさんの内容となっていますので，ぜひこの機会に皆様お誘い

合わせのうえ，お越しください。 

  

■開催日時 

 平成 30 年 10 月 14 日（日） 午前 10 時から午後 3 時まで 

■場所 

 石巻港大手ふ頭（宮城県石巻港湾事務所前） 

■お問い合せ 

 港湾感謝祭実行委員会事務局（石巻市役所河川港湾室内） 

電話番号 0225-95-1111（内線 5607） 

 

 

 
■お問い合せ 石巻港湾事務所 港政班  電話番号 0225-95-6272 

巡回広報の状況 

密漁防止巡回広報出発式 

昨年度の港湾感謝祭（餅まきの様子） 

昨年度の港湾感謝祭（会場の様子） 



 

10・11 月のイベント情報 

 

10 月 

10/7(日) 石巻市 神鹿角切り行事（金華山黄金山神社境内 鹿山角切場） 

10/8(月・祝) 

石巻市 恵比寿祭（金華山黄金山神社 恵比寿尊像前） 

東松島市 宮城オルレ奥松島コースオープン（宮野森小学校） 

10/20(土) 石巻市 
サン・ファン歴史講座「慶長使節と潜伏キリシタン」 

（サン・ファン館 展望棟セミナールーム） 

10/21(日) 

石巻市 
いしのまき大漁まつり 

（石巻市水産物地方卸売市場 石巻売場 西棟） 

東松島市 奥松島縄文村まつり（奥松島縄文村歴史資料館敷地内） 

10/28(日) 石巻市 かほく産業まつり（ビックバン 石巻市河北総合センター） 

   

11 月 

11/3(土) 石巻市 かなんまつり（こもれびの降る丘「遊楽館」） 

11/4(日) 東松島市 上下堤新そば祭り（上下堤農村創作センター） 

11/10(土) 大崎市 
石巻地域物産展～あ・ら・伊達な道の駅フェア～ 

（あ・ら・伊達な道の駅） 

11/18(日) 東松島市 北赤井地区大根狩り（東松島市赤井字星場地区のほ場） 

11/24(土)･25(日) 石巻市 和渕互市（和渕神社前通り） 

 

 

 

 

 

 

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

