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宮城県東部地方振興事務所 

石巻地域産業人材育成プラットフォーム会議を開催しました 

 石巻地域における産業人材の育成・雇用・定着の一

層の促進に向け，石巻地域の産業・教育・行政関係機

関の代表者で構成する「石巻地域産業人材育成プラ

ットフォーム会議」を 7 月 2 日に宮城県石巻合同庁

舎で開催しました。 

 会議では，石巻地域の雇用情勢について石巻公共

職業安定所から，平成 31 年 3 月卒業生の就職状況に

ついて石巻専修大学，石巻管内高等学校の代表者及

び石巻高等技術専門校から，今年度における取組について産業・教育・行政の各機関から，それぞれ御説明

いただき，意見交換を行いました。 

 意見交換では，人材を採用するためには企業が自社のセールスポイントを明確化し，「魅力ある企業」に

なる必要になることが求められていることやキャリア教育は相当重要であるため,一層の推進が必要である

こと等の指摘がありました。 

 当事務所では，今年度，地元企業を対象に人材育

成・定着の有効な手法を学ぶセミナーを石巻公共職

業安定所と共催で開催するほか，石巻専修大学の学

生を対象に地元事業所の企業見学会等を実施する

予定としています。今回の会議により，各機関の取

組内容の充実や連携の促進が図られることを期待

しています。 

■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 
 

 

 



大規模水田作のスマート農業機械現地実演会が行われました  

 

 

8 月 22 日に東松島市の野蒜地区において，超低コスト「輸

出米」生産実証コンソーシアムが主催した「大規模水田作の

スマート農業機械現地実演会」が行われました。スマート農

業とは，ロボット技術や ICT 等の先端技術を活用し，超省力

化や高品質生産等を可能にする新たな農業のことです。現在，

農業分野では，人手不足や高齢化などが問題となっており，

スマート農業の導入によって効率化を図る取組が進められて

います。 

 実演会には約 150 人の生産者及び関係機関が参加し，自動

飛行ドローンとラジコン草刈機の実演を見学しました。ドロ

ーンは自動運転のため省力的に薬剤を散布でき，ラジコン草

刈機は遠隔操作のため，安全に草刈りを行うことができます。 

 今秋には，新型コンバインによる水稲の収穫作業の実演を

予定しています。より多くの方々に関心を持っていただき，

普及拡大を図り，「若者が憧れる農業」を目指していきます。 

 

 

 

 

■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 

 

大川地区で鳥獣被害対策研修会を開催しました 

 

 

 
 石巻管内では近年，野生鳥獣，特にニホンジカによ

る農作物被害が増大しています。農作物を守るには，

防護柵で野生鳥獣の侵入を防ぐことが効果的です。 

 8 月 21 日，大川地区で鳥獣被害対策研修会を開催

し，地区の農業者や行政区長，関係機関等約 40 名の

参加がありました。未来のアグリ株式会社の伊藤盛

岡営業所長を講師に，実際のほ場での設置状況を確

認しながら，防護柵の効果的な活用や鳥獣被害対策

のポイントについて学びました。 

   
せっかくの防護柵も誤った設置方法により，役に立たないという事例も多く見られています。参加者は正しい

設置方法や周辺の環境管理について熱心に質問する等，関心の高さが伺えました。 

 また，講師から「鳥獣被害対策には地域ぐるみの取組が非常に重要であり，このようにまとまって対策してい

る地域は珍しい。」とお褒めの言葉もいただきました。       

 

■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 

自動飛行ドローン 

ラジコン草刈機 

電気柵の正しい設置方法についての講義の様子 



「農業用ため池の保全及び管理に関する法律」が施行されました  

 

 

 農業用ため池は，地区の営農を支える水源として，重要な役割を担

っています。一方で，平成 30 年 7 月豪雨など，近年，豪雨等により

多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。 

 このため，農業用ため池の情報を適切に把握し，決壊による災害を

防止することを目的に，「農業用ため池の保全及び管理に関する法律」

が制定され，令和元年 7 月 1 日より施行されています。 

 本法では，ため池の所有者等を対象として適正管理の努力義務・た

め池情報の都道府県への届出の義務などを規定しているほか，決壊し

た場合の浸水区域に住宅地等があり，被害を及ぼすおそれのあるため

池を都道府県が「特定農業用ため池」として指定できることとなって

おり，特定農業用ため池については行為制限等の規定が置かれていま

す。 

※詳しくは東部地方振興事務所 農業農村整備部 HP の「農業用ため

池について」をご覧ください。 

(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-sgsin-ns/noutameike-r1.html) 

 

 

 

■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 

 

石巻地域肉用牛共進会が開催されました  

 

 

7 月 2 日，みやぎ総合家畜市場（遠田郡美里町）で，令和元

年度石巻地域肉用牛共進会が開催されました。大会当日は関係

者を含め，約 100 名が来場し，天候にも恵まれ，絶好の共進会

日和となりました。  

 この共進会は，石巻地域における肉用牛の家畜改良意欲の高

揚や飼養管理技術の向上と普及啓発を図ることを目的に例年

開催されており，9 月 13 日から 14 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

選抜する予選会も兼ねています。 

 大会当日は 3 部門に 16 頭が出品され，審査委員 3 名が「和

牛審査標準」に基づき審査を行い，各部門から最優秀賞等が選

出されました。さらに各部門の最優秀賞牛の中から，東松島市

の村上孝允氏出品の「ゆみ」号に名誉賞が贈られました。 

 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

が贈られたほか，上位 6 頭が宮城県総合畜産共進会の出品牛に

選抜されました。 

 

 

 

■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 

石巻市河北地域の農業用ため池・堤体（池側） 

石巻市河北地域の農業用ため池・堤体（外側） 

審査風景 

名誉賞に輝いた村上夫妻と「ゆみ」号 



野生きのこに関する注意喚起について 

 

 

 
 秋は，きのこ狩りのシーズンです。 

 野生きのこの中には，食中毒の原因となる毒きの

こや，食品の基準値（100 ベクレル／kg）を超える放

射性物質が検出されるものもあります。 

 石巻管内では，野生きのこの出荷制限指示は出さ

れていませんが，採取し販売する際には，県の放射性

物質検査で安全性を確認するよう御協力をお願いし

ます。なお，採取し自家消費する場合には市町村にて

市民持ち込みによる放射性物質検査を実施しており 

   
 ますので，安全性を確認するようにしてください。また，食用と確実に判断できない野生きのこは，「たぶん・・・

だろう」という素人鑑定は絶対にせず，『食べない』『人にあげない』『販売しない』よう充分注意してくだ

さい。 

詳しくは林業振興課 HP をご覧ください。（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ringyo-sk/yaseikinoko-tyuui.html） 

 

■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 

 

「ホヤ祭り 2019」を開催しました  

 

 

7 月 5 日，宮城県石巻合同庁舎において，「みやぎ水産の日」

企画「ホヤ祭り 2019」販売会を開催しました。 

 ホヤに関する商品や地元の水産加工品が販売され，朝から地

域の多くの方々が訪れ大変賑わいました。 

 宮城県漁業協同組合谷川支所青年部は，朝どれの『殻付きホ

ヤ』を一袋詰め放題 500 円で販売しました。袋詰めの数量は多

い人で 20 個，平均すると 15 個くらい詰めていたようです。

大好評につき，イベント販売時間を特別に 30 分延長しました。 

 また，１階ロビーではホヤの加工品に加えて地元の水産加工

品が販売され，女川地域の郷土料理『ホヤたまご』が大人気で

まとめ買いされる方が多く見られました。 

 当部では，毎月第 3 水曜日に｢みやぎ水産の日｣展示販売会を

開催しています。皆様のご来庁を心よりお待ちしています。 

 

 

 

■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 0225-95-1473 

野生きのこ 

殻付きホヤの詰め放題 

多くの人で賑わいました 



宮城県流域下水道の「マンホールカード」の配布を開始しました 

 

 

 
県は 7 つの流域下水道を所管しており，東部下水

道事務所ではその内の 3 流域を管理しています。 

 今回，その流域下水道で使用しているマンホール

をデザインした「マンホールカード」（※）を 8 月 7

日から配布開始しましたので，多くの皆様のご来場

をお待ちしております。（無料，1 人につき 1 枚のみ） 

(※) マンホールカードは，下水道への理解・関心を

深めていただくためのコミュニケーションツールと

して，現在では全国 400 以上の自治体で配布が行わ 

    れています。各地を訪れた際には，現地のマンホールカードをコレクションしてみてはいかがでしょうか？ 

【配布日時／場所】 

（平日）9:00～16:30（12:00～13:00 を除く）／ 石巻浄化センター内 ㈱アイ･ケー･エス 流域管理事務所 

（土日･祝日）9:30～16:00 ／ 宮城県慶長使節船ミュージアム（サン･ファン館） 

  

■お問い合せ 東部下水道事務所 施設管理班  電話番号 0225-23-7382 

 

 

 

 

宮城県は日本有数のマグロの水揚げを誇り，

県内の漁港にはさまざまな種類のマグロが水揚げさ

れますが，秋から冬にかけてはメバチマグロが旬を

迎えます。 

鮮度の良いマグロの見分け方は，綺麗な赤色

で色鮮やかなものです。 

 

 

宮城県のカキ養殖の歴史は古く，その養殖は

江戸時代末期にまでさかのぼります。 

味の良さに加え，海のミルクといわれるほど滋養

豊富です。ぜひ秋のおいしいマグロとカキをお召し上

がりください。  

 

表面            裏面 



10・11月のイベント情報 

 

10 月 

10/5(土) 石巻市 流域下水道まつり（石巻浄化センター） 

10/6(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） 

10/13(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） 

石巻市 おがつ海の幸まつり（おがつ店こ屋街） 

10/14(月・祝) 石巻市 恵比須祭（金華山黄金山神社 恵比寿尊像前） 

10/19(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 展望棟セミナールーム） 

10/27(日) 石巻市 第 21 回股旅演芸東北大会（石巻市桃生総合センター） 

   

11 月 

11/2(土) 石巻市 かなんまつり（こもれびの降る丘「遊楽館」） 

11/2(土)･3(日) 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） 

11/3(日) 東松島市 奥松島 縄文村まつり(奥松島縄文村歴史資料館) 

11/4(月・祝) 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） 

11/23(土)･24(日) 石巻市 和渕互市（和渕神社前通り） 

11/30(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 展望棟セミナールーム） 

 

 

 

 

 

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

