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石巻市の 2社が「富県宮城グランプリ」表彰で受賞しました 

 

 

 

 

  本県の産業発展や地域経済の活性化に対する貢献が顕著な企業や個人・団体を表彰する「第 8 回富

県宮城グランプリ」表彰が今年度も実施され，石巻地域から，河北ライティングソリューションズ株

式会社（石巻市小船越）とヤグチ電子工業株式会社（石巻市鹿又）が受賞し，2 月 10 日に県庁にお

いて表彰式が行われました。 

 河北ライティングソリューションズ株式会社は，特殊光源の専門メーカーとして，長年に渡り蓄積

してきたランプ製造技術をベースに，信頼性の高い最適なカスタマイズ製品を提供。医療・半導体・

航空分野における海外の評価も高く，また，各種産業で高度化する技術や多様化するニーズに応える

ために，光応用研究開発部門を新設し，更なる成長を図っている点が評価され，「ものづくり産業振

興部門賞」を受賞しました。 

 また，ヤグチ電子工業株式会社は，高い技術力を有し，小型放射線量計や小児弱視訓練器など社会

の課題を素早く捉えた特徴的な自社開発製品を次々に商品化し国内外に販売。異分野の技術やアイデ

アを活用するオープンイノベーションによる開発環境を構築し，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，「特別賞」を受賞しました。 

 2 社の今後の更なる活躍が期待されます。 

■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 

 

村井嘉浩宮城県知事との記念写真 

（左端）ヤグチ電子工業株式会社 佐藤雅俊社長 （右から２番目）河北ライティングソリューションズ株式会社 今野康正社長 



外国人観光客案内ガイド研修会を開催しました  

 

 

2 月 16 日，石巻合同庁舎において「外国人観光客案内ガイ

ド研修会」を開催しました。外国出身者や外国語に精通した日

本人を対象に，これまで当事務所が養成した外国人観光客案内

ガイド 32 名のうち 7 名が参加しました。 

 研修会では，管内市町の観光担当者から，外国人観光客への

おすすめスポットの説明があり，石巻市からは，金華山は金運

アップの御利益があり中国人に人気があること，東松島市から

は，インスタ映えする，海の真ん中に立った写真が撮れる漁師

船クルーズなどの新しい取組等も紹介されました。また，石巻

日日新聞社の石森洋史氏から，中国圏最大のソーシャルメディ

アである「ウェイボー」や世界最大の旅行プラットフォームで

ある「トリップアドバイザー」の紹介のほか，外国人ウケする

素材や写真の撮り方のコツなど，SNS を使った情報発信につい

て説明がありました。 

 今回の研修会をきっかけに，より一層，地域の観光に興味を

持っていただき，今後，観光ガイドとしてご活躍いただくこと

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 振興第二班  電話番号 0225-95-1767 

 

鳥獣被害対策を地域で考えてみませんか  

 
 管内ではニホンジカの生息数が増加する傾向にあり，農業及

び林業被害が拡大しています。被害を効果的に防ぐためには，

正しい知識を持ち，地域ぐるみで被害対策に取り組むことが重

要です。 

 当事務所では，1 月 28 日に鳥獣被害対策（ニホンジカ）研修

会を開催し，被害の大きい石巻市稲井・河北地区を中心に，行

政区長や農業法人，猟友会会員，関係機関等の関係者約 60 名が

参加しました。研修会では，専門家から鳥獣被害対策に関する

正しい知識を学ぶとともに，実際の集落地図を用いてボードゲ

ームを行いました。このボードゲームでは防護柵の設置やえさ

の撤去等により，住民とハンターが協力して野生動物を追い込

むことで，効率的に捕獲する方法を学びました。 

 また，当事務所では防護柵の設置方法や狩猟免許の取得，必

要な許認可等，シカ対策に必要な情報を分かりやすくまとめた

「シカ対策マニュアル」を作成しました。 

 「ボードゲーム」や「シカ対策マニュアル」にご興味のある方

は，農業振興部又は林業振興部までお問い合わせください。 

 

 

 

 

                 農業振興部 農業振興班  電話番号 0229-95-7809 

                   林業振興部 森林管理班   電話番号 0225-95-1486                 

外国人観光客へのおすすめスポットの説明 

説明を聞く外国人観光客案内ガイドのみなさん 

協力して動物を捕獲するボードゲームを体験 

初心者にも分かりやすい「シカ対策マニュアル」 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 



 

令和元年度石巻地域肉用牛研修会が開催されました  

 

 

2 月 19 日，石巻市北村の遊楽館において「令和元年度石巻

地域肉用牛研修会」が開催されました。当地域は名牛「茂洋号」

の郷として県内でも優良肉用牛の産地ですが，優良牛生産のた

めの飼養管理技術向上及び肉用牛の改良増殖や支援体制の強

化は，当地域においても引き続き重要な課題となっています。 

 このような状況を踏まえ，今回の研修会では，JA 全農飼料

畜産中央研究所の鈴木京氏から「繁殖牛・哺育期の飼養管理に

ついて」と題し，繁殖用雌牛の維持期・妊娠末期・泌乳期の各

ステージの栄養管理及び子牛における哺育期から離乳期まで

の代用乳や人工乳等の具体的な給与方法，日頃の飼養管理面で

の留意事項など実践的な内容で講演がありました。 

 また，JA 全農北日本くみあい飼料株式会社の菊地淳氏から

は，岩手県一関市藤沢町で約 3,000 頭を飼育する直営の藤沢牧

場の取組について講演がありました。出席した農家等約 60 人

は，2 人の講師の話に熱心に耳を傾け，当地域における優良牛

生産に向け参考となる有意義な研修会となりました。 

  

 

  

■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 

 

農地集積の確認調査を実施しました  

 

 

生産性の高い農業を実現するためには，作業効率の向上等を

目的として水田の大区画化等を行うほ場整備事業とあわせ，農

業生産を担う安定的な経営体（担い手）を育成することが必要

です。地区の農地を担い手に集めることで，経営規模の拡大・

生産コストの削減・経営の安定化を目指しています。 

 地区の農地のうち，どれだけの面積が担い手農家全員に集ま

っているかを「集積率」と言いますが，地区で計画した目標集

積率を目標年度までに達成することを目指して，地区役員と関

係機関は様々な取組を実施してきました。 

 2 月に，石巻合同庁舎において各地区の確認調査を実施しま

した。確認調査は関係書類や図面を突き合せるもので，関係者

で確認作業を実施しました。 

 この結果，管内では，今年度が目標年度となっている東小松・

大曲・飯野川の 3 地区において，計画どおり目標集積率を達成

したことを確認しました。 

 

 

 

 

■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 0225-95-1411（内線 2630） 

確認調査の様子（１） 

確認調査の様子（２） 

 

研修会の様子（１） 

研修会の様子（２） 



第 4４回宮城県水産加工品品評会が開催されました  

 

 

宮城県水産加工品品評会は，本県の代表的な地場産業である

水産加工業の振興に寄与するため，宮城県水産加工研究団体連

合会等の主催により毎年行われています。  

 製品技術，マーケティング，包装デザインなど様々な分野の

専門家による審査を受け，特に優秀な出品には農林水産大臣賞

をはじめとした各賞が贈られます。 

 1 月 29 日に女川町まちなか交流館で開催された第 44 回品

評会は，60 の企業等から約 190 品の食品が出品されました。 

 栄えある農林水産大臣賞には「まんま・まりーの」の「牡蠣

の贅沢ソース 2019」が輝きました。 石巻市長面浦で牡蠣の殻

剥きを行っているお母さんチームが開発したこの万能調味料

は，旬のうま味が詰まった濃厚な味わいが特徴です。 

 西川正純審査委員長は，全体講評の中で「新しい風が吹いて

いるのを感じた。本品評会をきっかけに宮城の水産加工業をま

すます盛り上げてほしい。」と話していました。 

 

 
 

 

■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 

 

木の温もりあふれる石巻地区森林組合の新事務所が完成  

 

 

石巻地区森林組合の新事務所完成を記念し，1 月 31 日に完

成見学会と落成式が開催されました。 

 木造 2 階建て，延べ床面積約 500 ㎡の新事務所には，地元

の製材工場や合板工場で生産・加工された木材がふんだんに使

用されており，森林組合の事務所ならではの木の香りと温もり

あふれる空間となっています。 

 とりわけ，職員が使用する事務室には柱が存在せず，多くの

木材を使用しながらも開放感のある空間を確保することがで

きる ATA ハイブリット構法が使用されています。 

 この構法は，木の良さを活かしつつ，木の弱点を金属で補う

高強度トラス工法であり，これにより一般流通材を使用した無

柱の大空間を創出することができるようになりました。 

 石巻地区森林組合では，新事務所を住宅以外の木材利用モデ

ルとして広く発信・PR することにより，木材需要の掘り起こ

しと木材利用の拡大を図っていくこととしています。 

 

 

 

■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 

品評会審査風景 

農林水産大臣賞受賞品 

「牡蠣の贅沢ソース 2019」 

ATA ハイブリット構法 

展示・PR スペース 



《4 月のおすすめ》 

「ヒラメ」は小魚を一気に飲み込むことがで 

きる大きな口が特徴です。白身の高級魚として 

知られ，その味わいは上品な甘みがあり癖は無 

く，ほどよく脂が乗っていてお刺身に最適です。 

「カレイ」はおちょぼ口で，主に砂の中の多 

毛類や甲殻類等を食べています。仙台湾では特 

に「マコガレイ」と「マガレイ」が代表的です。 

また，最近では放流効果により，高級魚であ 

る「ホシガレイ」も増えています。「カレイ」は 

刺身，焼き物，煮付けなど様々な料理で楽しめ 

ます。 

《5 月のおすすめ》 

みやぎサーモン（ギンザケ）は適度に脂が乗 

り，身はふっくらと柔らかく甘みがあって，お 

刺身がおすすめです。宮城県は全国に先駆けて 

養殖に成功し，現在で生産量全国 1 位を誇りま 

す。 

活け締め処理を施した最高級ブランド「みや 

ぎサーモン」は，宮城県で初めて国の地理的表 

示（GⅠ）として登録されました。 

 

松島自然の家でアウトドアライフをお楽しみください  

 

 

松島自然の家（旧名：松島野外活動センター 通称：ヤカツ）

はかつて東松島市野蒜海岸にありましたが，東日本大震災の津

波により甚大な被害を受け，同市宮戸島に移転しました。宿泊

棟及び体育館は建設中で，令和 3 年 4 月から使用を開始する

予定です。現在は野外活動フィールドのみの運営ですが，年々

多くの皆様にご利用いただいています。令和 2 年度も下記 3 事

業を行いますので，ぜひご利用ください。詳しいメニュー等は

当所 HP に掲載しています。 

１ 主催事業 

  季節ごとにバラエティー豊かな事業を企画しています。 

２ 受入事業 

  バーベキュー，テント泊，シーカヤック等に取り組めます。 

 ご要望に応じて社会教育主事が指導します。 

３ 出前事業 

  レクリエーションやクッキングが，小・中学校の学年 PTA 

 等で人気です。県内どこへでも道具持参で伺います。 

 
 

 

■お問い合せ  宮城県松島自然の家             電話番号 0225-90-4323 
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テント設営に挑戦する子どもたち 

和気あいあいのクッキング 



４・５月のイベント情報  

 
 

 

※ 掲載されているイベントは，新型コロナウィルス感染拡大の防止のため，中止又は延期になる 

可能性があります。  
 

 

2/22(土)～ 
4/12(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～ 

4/19(日) 石 巻 

朝日山計仙麻神社神輿渡御（朝日山計仙麻神社） 

河南鹿嶋ばやし山車まつり(石巻市河南広渕地区) 

   

５月 

5/2(土)～ 
   6(水･振) 

東松島 
ＧＷ企画 縄文体験・体感 WEEK 

 (奥松島縄文村歴史資料館) 

5/2(土)～ 
8(金) 

石 巻 
金華山黄金山神社初巳大祭 
（金華山黄金山神社） 

5/3(日･祝) 石 巻 
ぱしふぃっくびいなす ウエルカムフェスタ 

(大手ふ頭) 

5/3(日･祝)～ 
5(火･祝) 

石 巻 春のマンガッタン祭り(中瀬公園) 

5/10(日) 東松島 春ウォーキング（松島自然の家） 

5/23(土) 東松島 春ウォーキング（松島自然の家） 

5/24(日) 石 巻 
第 27 回サン・ファン祭り 

（サン・ファン館） 

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

