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宮城県東部地方振興事務所 

みやぎ東日本大震災津波伝承館 開館 

 新型コロナウイルス感染症の状

況を踏まえ開館を見合わせていた

「みやぎ東日本大震災津波伝承館」

が，6 月 6 日午後 3 時に開館しまし

た。 

開館に先立ち行われた式典では，

「がんばろう！石巻の会」事務局長

で石巻南浜津波復興祈念公園参加

型運営協議会会長の黒澤健一氏に

よる記念講演が行われました。 

  

 

 

当施設は，「東日本大震災の記憶と教訓を永く後世に伝え継

ぐこと」，「被災地の再生と復興に向けて人々と地域が力を合

わせて歩み続けること」，この私たちの責務を確かめ合い，未

来への誓いを新たにするための場として整備されたものです。 

 館内では，「かけがえのない命を守るために，未来へと記憶

を届ける場」をコンセプトとしたパネルや映像による東日本大

震災伝承関連の展示をご覧いただけます。 

開館時間や休館日など,施設の詳細については，

右の QR コードまたは下記 HP をご覧ください。 

■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 

 

 

みやぎ東日本大震災津波伝承館 

黒澤 健一 氏 記念講演の様子 

解説員による展示内容の解説の様子 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/densho/miyagi-denshokan.html 

いしのまき 
地域だより 



地元就職率向上のための意識調査を実施しています  

 

 

石巻地域の自治体や経済団体，教育機関で構成されている石

巻地域産業人材育成プラットフォーム（事務局：東部地方振興

事務所）では，高校生の地元就職率向上を目的に高校 3 年生の

保護者を対象にした進路に関する意識調査を行っています。 

 調査期間は 4 月 24 日（土）から 7 月 31 日（土）までとして

おり，みやぎ電子申請サービスによりパソコンやスマートフォ

ンによる Web でのアンケートを受付けています。 

 アンケートは，進路決定に関する保護者の関与度，保護者が

期待する進路や職種，保護者が考える地元就職が選択肢となる

ポイントなどについて，回答してもらう内容となっています。 

 アンケート結果については，10 月頃に公表予定となってお

り，石巻地域産業人材育成プラットフォーム等で施策検討のた

めの基礎資料とすることや石巻地域企業へ情報共有をする予定

です。 

 

 

■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 

 

みやぎ農業未来塾を開催し，農業への理解を深めています！  

 

 

農業振興部では，学生や新規就農者が農業の知識と情報を収

集し，技術や流通販売，地域活動について研修し，管内農業へ

の理解を深め，進路選択の参考にすることを目的としたみやぎ

農業未来塾を開催しています。 

 今年度は，石巻北高等学校と連携した取組として，食農コー

スの 3 年生（16 名）が 6 月 14 日（月）に，「株式会社デ・リ

ーフデ北上※」を視察しました。同社の阿部総務部長から，ガ

ラス温室でのトマトやパプリカの栽培で若い社員が活躍してい

ること，週休二日制であること等のお話をいただき，生徒の皆

さんは熱心に耳を傾けていました。秋には同校 2 年生を対象に

同講座を開催予定です。 

 ※平成 26 年設立，石巻市北上町橋浦でトマト 1.1ha，パプリ

カ 1.3ha を最新のガラス温室で生産販売する農業法人です。 

 

■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 
 

視察の様子 

アンケート 



田んぼの学校（田植え）を開催しました！  

 

 

多面的機能支払交付金事業の普及・啓発活動の一環として，

小学生を対象とした「田んぼの学校」が開催されています。 

 5 月 13 日，広渕ふるさと保全会（同事業活動組織）が主催し，

石巻市の広渕小学校 5 年生の児童の皆さんと田植えを行いまし

た。 

 さわやかな五月晴れのもと，児童たちは田んぼへと入ってい

きました。最初は裸足での泥の感触に驚いている様子でしたが，

慣れてくると次々と苗を植えていました。 

 児童たちは保全会会員からアドバイスをもらいながら，互い

に植え方を教え合ったり，まだ植えられていない場所に積極的

に苗を植えたりと，元気に活動に参加していました。また，田

んぼに棲むアメンボや蛙にも関心を持っているようでした。 

 田植えが終わると，児童たちからは「大変だったけれど楽し

かった」「足が取られたけれど一生懸命頑張った」といった感想

が寄せられました。児童たちにとって，農業について理解を深

めるよい機会となったのではないでしょうか。 

 

 

 

■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 5 月 21 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 9戸から黒毛和種の繁殖雌牛 25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，健康状態を確認し，

パドックに群分けした後，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，

原発事故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 20ha 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

査を実施し安全を確認しています。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 

苗を植える児童たち 

集合写真 

衛生検査(採血)の様子 

河北上品山牧場の牧草地 



小学生を対象とした植樹体験学習を開催しました  

 

 

 5 月 27 日，石巻市立雄勝小学校 1 年生から 5 年生 20 名を対象に

植樹体験学習を開催しました。 

 植樹場所は，石巻市雄勝町大浜字小滝浜地内（治山工事施工箇所）

でヤマザクラの大苗 4 本を植樹し，植樹前に「森のはなし」と「植

栽木の説明」を行いました。 

 森のはなしでは，森林は「水を貯める」，「土砂崩れを防止する」

などの働きがあること，人の手で整備が必要な「人工林」と人の手

を加えていない「天然林」に区分されることを勉強しました。 

 植栽木の「ヤマザクラ」の説明では，日本にあるサクラの品種は，

今回植栽するヤマザクラのほか 10 種類が親木となり 600 種類以上

あることも勉強しました。 

 また，植栽作業にあたっては，①土を入れる②石を取り除く③踏

み固めるの作業を繰り返し行い，植栽を実施しました。 

 先生からは，「植栽作業は子供たちに良い経験になった。」「森

のはたらきを考える場を提供いただきありがたい。」などの感想が

ありました。 

 

 

 

 

 

■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 

 

第１回 みやぎ海岸防災林・森林づくりイベント を開催しました  

 

 

6 月 3 日，東松島市大曲地区において，第１回みやぎ海岸防災林・

森林づくりイベントを開催しました。 

 海岸防災林とは，防風・防潮・飛砂防止などの災害防止機能をも

つ，人々の生命と財産を守る役割を持った大切な森林です。 

 イベントの舞台となった海岸防災林は，東日本大震災により壊滅

的な被害を受けましたが，震災後 10 年の歳月をかけ，再生されつ

つあります。 

 宮城県では，森林整備等の活動を通じ地域住民の皆さんに海岸防

災林に関心をもってもらうため，今回のイベントを企画しました。 

 当日は，地域住民の皆さんをはじめ、関係者約 50 名が参加し，

記念標柱の披露や森林ウォーキング，植樹体験を行いました。 

 また，イベントの開催を記念して，地元住民の皆さんから募集し

たイベントのスローガン，「みんなで育てよう 海岸に緑輝く防災

林」を発表しました。 

 今後も，関係者が一丸となって海岸防災林を舞台としたイベント

を開催し，魅力溢れる海岸防災林を育てていきます。 

 

 

 

■お問い合せ 東部地方振興事務所 林業振興部 森林管理班  電話番号 0225-95-1486 

森のはなし 

植樹作業状況 

イベント開催を記念して標柱を設置しました 

参加者全員で 200 本のクロマツを植樹しました 



「木工科」かんなで木材を削る体験 

 

宮城の『ギンザケ』の水揚げが本格化しています！！  

 

 

石巻・女川魚市場ではギンザケの水揚げが最盛期を迎え，浜

は賑わっています。宮城県のギンザケ養殖は昭和 50 年に全国

に先駆けて志津川湾で始まりました。 

 令和元年の県内ギンザケ生産量は約 15,000 トン，国内生産

量の約 9 割と本県水産業の重要な位置を占めています。 

 また，みやぎ銀ざけ振興協議会では，活締めや神経締めによ

り鮮度を高く保持する処理を推奨しています。活締め・神経締

めされたギンザケは，平成 29 年 5 月 26 日に「みやぎサーモ

ン」として養殖魚では国内初の地理的表示（GI 登録）を取得し，

市場から高く評価されています。 

 ギンザケには，不飽和脂肪酸の EPA・DHA をはじめ，抗酸化

作用があるといわれているアスタキサンチン，ビタミン B 及び

D 群，ミネラル類などが豊富に含まれていることが知られてい

ます。宮城のギンザケは生鮮『刺身』で食べられるサケで今が

水揚げの最盛期。近くのスーパーなどで是非，お買い求めいた

だき，美味しい刺身をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

■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 

 

石巻高等技術専門校でオープンキャンパスを行います！  

 
 オープンキャンパスでは，各科で行っている職業訓練内容について

の見学と，実際の作業体験ができます。 

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です

が，どなたでも御参加いただけますのでお気軽にお越しください。指

導員と学生たちが分かりやすく説明します。 

開催日は 7 月 17 日（土）と 8 月 29 日（日）の 2 日間です。（実施

時間などの詳細についてはホームページで御確認ください。） 

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）に移転しました。令和２

年度末までに 4,430 人もの技術者を送

り出し，社会に貢献してきた歴史のあ

る職業訓練校です。 

今年度は，自動車整備科，金属加工

科，木工科の総勢 39 人の学生が将来

の技術者を目指して，日々の職業訓練

に励んでいます。 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/is-kougi/ 

    

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

活締めされた“みやぎサーモン” 

お刺身の盛り付けの様子 

「自動車整備科」タイヤの取付け体験 

 

「金属加工科」溶接作業の見学体験 



水産加工開発チーム公式 Instagram(インスタグラム)始めました！  

 

 

宮城県水産技術総合センター水産加工開発チームでは，水

産加工公開実験棟(石巻市魚町)を拠点に，県産水産物を原料

とした加工品試作や実験棟内の加工機器類を利用した技術支

援を行っております。 

 当チームでは，主に水産加工企業の方をはじめ，多くの県

民の皆様に実験棟を知っていただき，活用していただくため，

公式 Instagram を始めました。 

 事業内容や実験棟の利用方法だけでなく，日々試作してい

る加工品レシピ，所有する加工機器類，その他水産に関する

情報を随時紹介していきますので，ぜひフォローをお願いし

ます。詳しくは県 HP(｢宮城県 水産加工開発チーム｣で検索)

にも掲載しておりますのでこちらも併せてご覧ください。 

 施設利用や加工相談を御希望の方は，当チームまでお気軽

に御連絡ください。もちろん施設見学のみでも可能です。 

 皆様の御利用を職員一同心よりお待ちしております！ 

 

 

 

■お問い合せ 宮城県水産技術総合センター 水産加工開発チーム  電話番号 0225-93-6703 

 

石巻浄化センターの施設見学動画を公開しました!!  

 

 

東部下水道事務所では下水道についてより多くの方に知っていただく

ために，所管する 3 つの浄化センターの見学会を開催しておりましたが，

現在は新型コロナウイルス感染症対策のため，その募集を一時中断して

います。 

そこで今回，学校やご家庭，各種集会などの様々な場所でご活用いた

だけるように，石巻浄化センターで見学している雰囲気を味わうことが

できる『施設見学動画』を作成し，3 月から公開しております。 

この『施設見学動画』は，学校やご家庭，施設や工場から排出された

汚水が浄化センターでどのようにキレイになっていくかを分かりやすく

まとめた動画となっております。 

また，通常の現地施設見学ではご案内できない場所もいくつか紹介し

ておりますので，是非多くの方にご覧いただければと思います。 

 

当動画は下記の URL または、左図の QR コードからご覧いただけます。 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ktkm-wwt/ishinomakijc-shisetukengak

u.html 

 

 

 

■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 

水産加工開発チーム公式 Instagram 

QR コードをスキャンしてぜひフォローしてください 

各動画の様子 

施設見学動画 WEB サイトへ 



 

  

みみややぎぎ水水産産のの日日  77 月月・・88 月月ののおおすすすすめめはは  

《《  ホホヤヤ  とと  アアナナゴゴ  》》 

7月のおすすめ ホヤ 

 

「ホヤ」は，その特徴的な見た目から「海のパイ

ナップル」と呼ばれており，新鮮な身は鮮やかなオ

レンジ色をしています。 

 ホヤは五味（うま味，甘味，苦味，酸味，塩

味）を全てもつなど独特な風味と旨みは他の食材

には無い魅力であり，刺身や酢の物，珍味加工

品の他，最近は「ホヤ唐揚げ」も人気があります。 

石巻市・女川町をはじめとする三陸沿岸部が産

地となっています。 

 

  

8月のおすすめ アナゴ 

 

県内では，暗く狭いところを好む「アナゴ」の習

性を利用して，細長い筒に餌を入れて海底に沈

める『はも胴(どう)漁業』が行われます。 

この漁法は釣り針を使用した漁法と違い，口や

体に傷がつかず，生きたまま出荷されることから，

品質と味も良く高い評価を得ています。 

栄養満点で低カロリーの「アナゴ」は，夏バテ対

策にぴったりの食材です。白焼き，煮穴子をお勧

めします。 

 



7～9 月のイベント情報 

7月 

7/22(木・祝) 石 巻 海の日 サン・ファン館 入館無料 

7/23（金・祝） 

～24（土） 
石 巻 マンガッタンフェスティバル 2021 

   

8月 

8/1(日)～30(月) 石 巻 サン・ファン館 夏季延長開館 

8/7(土)～8/9(月) 

8/13(金)～8/15(日) 
東松島 おいでよ、縄文村へ！（奥松島縄文村歴史資料館） 

8/11(水)～9/26(日) 

休：8/18，9/1，9/15 

石 巻 
Reborn-Art Festival 2021-22 夏 

女 川 

 

9月 

9/25(土) 石 巻 金華山黄金山神社例大祭 

 

「いいねっいしのまき」で検索してください 

 東部地方振興事務所 地方振興部公式 SNS のロゴマークです。 

関係各位には名刺等に御使用いただけます。詳しくはお問い合わせください。 

SNS とともに周知いただきますようお願いいたします。 

ロゴの作成にあたり，東松島市のカクテルデザイン上野氏に御協力いただきました。 

「いいねっいしのまき」で検索してください。 

   SNS で石巻・東松島・女川の「観光・食」等の 

『活
いき

』な情報を発信中。 

 

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 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/11.html  
東部地方振興事務所 HP 

 

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

