
◇パネリスト（名簿掲載順、敬称略） 
・菅 原 勘 一（大崎地域認定農業者連絡協議会会長） 
・氏 家 直 子（ふらんぼわーず・まやま＝青年農業者） 
・加 藤 重 子（農事組合法人やくらい土産センター 
             さんちゃん会代表理事組合長） 

・佐々木 愛一（㈱醸室代表取締役社長） 
・矢 内 信 孝（大正館料理長、おおさき楽友会事務局） 
・高 橋 宣 安（鳴子温泉郷観光協会会長） 
 

◇コーディネー夕ー 
・村 井 嘉 浩 知事 

 

 村井嘉浩知事が県内各圏域に直接出向き、県民

から意見を聴く「みやぎ富県座談会が14日、県大
崎合同庁舎で開かれた。本年度のテーマは「みや

ぎの産業振興について」。県内一回目となるこの

日は、大崎地方の各方面で活躍する６人が「大崎

の地域資源のコラボレーション一食（農）と観光 

あるものみがき、あるもの活かし」をサブテーマ

に、村井知事と意見を交わした。内容要旨は次の

通り。 

村井 今日は大変お忙しい中、

６人の皆さんにお集まりいただ

き、まことにありがとうござい

ます。知事に就任して早いもの

でもうすぐ７カ月で、あっとい

う間に一年が過ぎてしまうよう

に思う。私は、知事室にこもっ

て仕事をするよりも、積極的に

外へ出て現場の方とふれあい知恵や教えを乞(こ) 

う、また県を代表して県外や海外に行きトップセ 

ールスをしたいと話してきた。そうした思いのひ

とつの柱として、座談会を開催することにした。

皆さんに知事室・県庁に来ていただくのではなく 

、皆さんのお住まいの地域に私から出向いてお話

をうかがいたいと考えている。皆さんからきたん

のない意見、考えを聴かせていただきたい。 
 

情報密にイベントで誘客を 
 

高 橋 宣 安さん 
（鳴子温泉郷観光協会会長） 

高橋 私が会長を務める鳴子温

泉郷観光協会は、３月31日の合
併を受け、鳴子町観光協会から

名称変更した。エリアは旧鳴子

町の鬼首、中山平、鳴子、東鳴

子、川渡の５地区。鳴子温泉郷 
 

 

でお客様がお支払いになる入湯税の30％相当額を
旧鳴子町から財源としていただき、常時４人の職

員でＪＲ鳴子温泉駅の観光案内所を 365日運営し
ている。 

 鳴子温泉郷では、観光協会や物産組合等の諸団

体、一次・二次・三次産業、ボランティア団体な

どがさまざまな事業をやっており、その中で情報

交換を図っていきたい。先ほど申し上げた入湯税

30％相当額を、各地区の観光協会に財政支援して
いる。温泉郷観光協会は、地区観光協会の上にな

るわけだが、トップダウンでなく、ボトムアップ

が基本。まず地域の観光協会が活発に活動してい

ただかないと、温泉郷観光協会も動かない。各地

区では、鬼首大根を旅館組合で購入して各旅館に

配分する地産地消も手掛けている。川渡の農家の

協力を得た「田植え湯治」、湯治と市民農園の組

み合わせなど農林業の体験事業がある。また、中

山平のこだわり米研究会が栽培した米、構造改革

特区を利用した農家レストランのどぶろく提供、

三本木の酒蔵が鳴子の米で造った地酒「雪渡り」

もある。 

 鳴子に対するイメージがない若者が多いことに

危機感を持ち、下駄を鳴らしながら商店街を歩い

ていただく「街を歩けば下駄も鳴子」をＪＴＢや

ＪＲの協力で展開し、年間約２万人に利用してい

ただけるようになった。 

 それから、大崎市民病院鳴子温泉分院と共同で

「温泉療養プラン」を実施している。お客様の手

を煩わせないよう、予約をとっていただいた旅館

が院長に診療予約をとり、お客様に合わせた湯を

紹介している。 
 

料理の旨い、東北一の観光地に 
 

矢 内 信 孝さん 
（大正館料理長、おおさき楽友会事務局） 

矢内（自身が勤務する）大正館の社長は「地域が

活性化すれば、やがて自分のところも元気がつく 



と考えている。すばらしい食材

などを自分だけのものにするの

ではなく、料理人仲間と酒を飲

んだりしながら情報共有を図っ

ている。 

 大正館でも、鬼首の大根をふ

ろふき大根としてお出している 

。また、ほとんど農薬を使わず

栽培された中山平のブルーベリー、昨年の県の食

材見学ツアーで紹介していただいた（パネリスト

の）氏家さんが栽培するパプリカも料理に使うよ

うになった。氏家さんのパプリカは甘みが強くお

いしい。「生で食べてください」とお各様に進め

たところ「ほかのパプリカと違う」という声が帰 

ってくる。提供の仕方や、食材や味が語れるもの

を提供することで、お客様に喜んでもらえると感

じた。岩出山には、ＥＭ土壌菌でていねいに栽培

し、体にも良いレンコンもある。それから何と言 

っても、大崎には代表する米がある。 

 先日は、私が事務局として料理人や生産農家と

つくる「おおさき楽友会」で、最初は鍋物を題材

にした料理対決を行った。料理人同士なのでだれ

が一番かを決めるのは難しい問題だったが、「一

番は一人だけ、あとは全員二番」ということにし

た。春は丼物、夏には冷たいうどん、秋口の食材

が豊富なときには米・大豆・大根を便つた料理対

決も行つた。評判も良かったので、７月あたりに

は鳴子⇔古川間の料理人に声掛けし、ブルーベリ 

ーを使った料理対決を企画している。古川にも料

理人仲間がたくさんいる。その中でも（古川東町

の料理店）「中鉢」の料理長や社長にも支援をい

ただき、従来の郷土料理の見直し、これからの郷

土料理をどうやって創り広げていくかみんなで話

し合っている。 

 来年は、生産者と料理人のコラボレーションを

考えている。屋台村のようなイメージで、地元生

産農家と料理人が話し合って、お客様に料理を提

供する会を検討している。その時には、ぜひ知事

にも来ていただきたい。 

村井 料理対決には、観光客の方も来場されるの

でしょうか。 

矢内 何人かいた。鳴子町中央公民館（現大崎市

鳴子公民館）から情報を出していただいたので、

鳴子の商店街の方や古川の方にも参加していただ

いた。参加者全員が審判員で、あとは投票で優勝

者を決める。そして優勝した作品を来年もみなさ

んに提供して、評価をいただきたいと思う。 

 料理人しかできないこともあると思うので、生

産農家の話を聞いて勉強していきたい。できれば

大崎が東北で一番の観光地となり、料理もおいし

い土地になれば良いと思う。 

 それから、山から山菜を採って使うだけでは良

くない。山菜がなくなってしまわないよう、生え

やすい環境づくりを地元農家と一緒に行い、（そ

こから生えた山菜を）提供したいと考えている。 

 

「通過観光」のまちづくり 
 

佐々木 愛一さん 
（㈱醸室代表取締役社長） 

佐々木 醸室は、台町のリオー

ネふるかわと双へきでまちづく

りを展開しており、オープンし

て一年を迎えた。「既存のある

ものを磨き、あるものを活かす 

」という考え方で、新しい建物

を建てるのではなく、経済産業省や県のバックア 

ップを受け蔵の改修工事を行った。 

 大崎市の合併を受け、市の観光窓口になれれば

と考えている。醸室においでいただき鳴子に泊ま 

っていただく、あるいは鳴子からの帰りに醸室へ

寄つていただく「通過観光」という考え方でまち

づくりをしている。 

 リオーネふるかわは約30億円程度と大規模なの
に対し、醸室は約２億６千万円と小規模ではある

が、地元の人間が手作りのまちづくりを行つてい

る。青年会議所やボランティア団体にも協力をい

ただいている。 

高橋 合併したことで、鳴子の表玄関は古川だと

思う。古川駅前周辺も、観光面を考えた空間をつ

くっていただけると「新幹線の時間まで、古川で

お遊びください」と案内するなど、一緒に取り組

めるようになると思う。 

村井 今までは「鳴子で頑張ればいい」という感

じだったと思うが、合併のメリットとして、「大

崎市として頑張ろう」と連携がとりやすくなった

のではないか。 

佐々木 古川は観光客を受け入れた経験がなかっ

たため、当初はクレームも入ったが、現在は観光 



客の扱いにも慣れてきた。 
 

こだわりの農産物を販売 
 

加 藤 垂 子さん 
（農事組合法人やくらい土産セン
ターさんちゃん会代表理事組合長） 

加藤 旧小野田町には温泉、ウ

オーターパーク、パークゴルフ

場、コテージなどがあり、私た

ちの土産（どさん）センターが

一番手前にある。ふるさと創生

事業で掘った温泉で薬師の湯が整備された後、土

産センターが整備された。 

 土産を「おみやげ」と読む人もいるかもしれな

いが、農産物などを売る場所ということで、あえ

て「どさん」にこだわっている。当初は「おみや

げでなく、野菜を売っているの」と驚かれたが、

温泉の帰りにセンターで野菜などを買っていく方

も多い。直売所が次々できているが、私たちは自

分が目分の田畑で作ったものをこだわって売って

いる。町の指導をもらい山菜も作るようになり、

わが家ではウドが一番の売れ筋になっている。 

 合併し加美町となったので、旧宮崎町や旧中新

田町の方にも入っていただいている。おそらくま

だまだ増えると思うが、場所には限界があるので 

、年間20万円以上売れない人にはやめていただい
ているが、皆で売り上げを伸ばせるよう頑張りた

い。 

矢内 私も土産センターには何度か足を運び、仕

事ぶりも拝見させていただいた。「私なら買わな

い」という物は、どんどん棚からはずしているが 

、それは買いに来るお客様に対するマナーかと思

う。土産センターには良い物が必ずあるというの

は、厳しい目でお客様の立場に立っているからこ

そ、信頼があるのだと思う。 
 

やりがいある農業、おもしろい 
 

氏 家 直 子さん 
（ふらんぼわーず・まやま 

＝青年農業者） 

氏家 親の経営の中にパプリカ

とラズベリーの栽培という形で

入り、就農３年目になる。姉や

妹に農業をしようという思いが

なかったようなので進路に迷っ

た時期もあったが、友人に紹介

された県農業実践大学校（以下、実大）へ入学し

農業を志した。「実大の学生が増えている」とテ

レビ番組で特集されたが、本当に良い学校です。

友人たちと（農業に関する）思いを共有すること

ができ、仲間とのふれあいは今も続いている。実

大の園芸学部は花、野菜、果物の３コースに分か

れており、卒業まで全部勉強できるようになって

いる。家で栽培していない果物を勉強した際に良

いと思い、県農業園芸研究所で一学年上の先輩と

一緒に一年間研究させていただいた。 

 ちょうど宮城県では、ラズベリーの試験研究が

されていた。「国内でも作っているところが少な

いので、ぜひやってみないか。ほしがるところは

たくさんあるぞ」と言われて胸がときめき、ラズ

ベリーにかけたいと思った。その際、ラズベリー

は一年目は収益が上がらないと言われ、一緒に研

究していたパプリカも栽培を始め収益をあげるこ

とにした。 

 実際に栽培してみると問題はある。ラズベリー

にかける農薬は今のところなく、自然のキイチゴ

と同じようなアザミウマ類が付く。店などに出荷

しないのなら気にしないで食べられるが、ケーキ

の上で黒い虫が遣(は)っては申し訳ないので、親

にも手伝ってもらいピンセットで一個一個採る作

業をし、ショックな一年を過ごした。出荷したケ 

ーキ屋も気を便って「岩出山産」とは出さないで

いただいた。 

 昨年から参加するようになつた４Ｈクラブの仲

間と話をすると、レストランや料理屋に搬入する

ケースが増えているようだ。先日、一緒にレスト

ランで昼食を食べた女性農家が「これは私が出し

た野菜なんだよ」とうれしそうに言う。食べる側

も頑張っている仲間が作っている物が出ることは

うれしいし、作った側が料理して食べてもらうの

もやはりうれしいこと。料理人や生産者仲間とも

そういったところでつながっていられるので、毎

日が楽しい。「若い人が少ない」「農家って大変

だね」などと言う大人もいるが、私たちも同じ社

会人で、おなじように働いている同世代の人たち

も大変だねという感じ。農業が大変というわけで

はないのだが、周囲の目がそうなっているのかも

しれない。 

 農業でいろいろな面で多くの方とかかわれるの

が大きい。昨年はラズベリーで苦しい思いもした

が、それで吹っ切れた部分もある。「農業は大変

だけど、面白い」と言うようにしている。自分で

作ったものを自分で売るというのは、とてもやり 



がいがあると思う。これからも勉強していきた。 

矢内 氏家さんには真山地区から約30分かけ、大
正館にパプリカを届けていただいている。料理人

は地元の物を使いたい、農家も使ってもらいたい

と思っているが、流通の問題でできない人もいる 

。現実的には、地産地消にはまだ時間がかかるの

かもしれない。 

豊富な食材、人材どう生かす 
 

菅 原 勘 一さん 
（大崎地域認定農業者連絡協議会会長） 

菅原 大崎市古川地域の中心部

で代々農業に取り組んでおり、

現在は水稲栽培と和牛飼育をし

ている。13㌶のほ場のうち10㌶
で水稲を作付けしているが、直

接米をお届けするシステムを十

数年前から試験的に始め、現在は千㌶の米を産直

という形でお届けさせていただいている。「玄米

のまま出荷するだけでは、いつまでたっても原料

供給者でしかない。精米しパック詰めすれば商品

になる」という単純な発想だったが、それが今の

経営主体となっている。 

  848人いる私たち大崎市の認定農業者は、大崎
や県の今後の農業をわれわれが担う必要があると

の思いで活動している。４年目になるが、私たち

が生産したこだわり食材で作った食事会と、古川

出身の演奏家のコンサートを一緒にした 120人限
定の企画を開催している。テレビ番組「どっちの

料理ショー」で古川の食材が３回ほど登場したが 

、地元住民、消費者とも認織が低いため、何かで

きないかというのが始めるきっかけだった。自画

自賛になるが、「日本一ぜいたくな時間を」とい

う位置付けでやらせていただいている。 

 大崎市や大崎地域は、人材や食材の宝庫だが、

これをどう活かすかが今後の大きな課題。山形や

新潟では、ホテルの従業員らが一体となり、「こ

れは○○地区の○○さんが作ったコシヒカリです 

。売店でも販売しています」と県のＰＲに努めて

いる。そうした取り組みで宝が磨かれてこそ、本

当の意味での宝になる。いかに食材に恵まれ、そ

れを提供しても、やはり最後は人のつながりだと

思う。 

村井 時間が少なくなってきたが、県に対する提

案や意見などあれば、お聞かせください。 

高橋 さらに仙北の観光交流のバックアップをお

願いしたい。鳴子峡は10、11月に多くの観光客が
訪れるが、 100％活用しているとは思えないので 
、県や市の協力をいただければと思う。 

加藤 国道 347弓線が通年利用できるよう取り組
みをお願いしたい。 

矢内 「食材王国みやぎ」という食材自慢はそろ

そろ終わりにし、どう活用するか、地元の人たち

が使えるような環境づくりを一緒に考えていただ

きたい。食育にも力を入れていただければと思う 

。 

佐々木 屋台村のような細かい商店街活性化の政

策にも取り組んでいただきたい。 

氏家 農業を一から始めようという気持ちがあっ

ても、お金の面で断念する人がいるのは残念なの

で、少しでも県に資金面で補助していただけれな

いだろうか。 

菅原 東京の小学校から、稲作について質問の手

紙が70通あったが、「農家の人は、国からお金を
たくさんもらえていいですね」と偏った意識も多

数見受けられた。県には、正しい情報発信も担っ

ていただきたい。 

村井 まだまだ話をうかがいたいが、今日のとこ

ろは終わりたい。これが最初で最後ではなく、こ

れが始まりなので、今後もこういった機会に話を

うかがいたいと思う。 

どうもありがとうございました。 

（終わり） 


