
日時 平成２９年　７月　５日（水）１０：００～

場所 白石市役所　３階　第３会議室

１． 白石三白野菜「白いトウモロコシ（ピュアホワイト）」 の
販売開始について

２． 「第１１回全国和牛能力共進会 宮城大会最終選考会」の結果
及び「第１１回全国和牛能力共進会」出場について

３． 「オーストラリア友好親善訪問団」派遣について

４． ふるさと豆記者訪問交流（小中学生による姉妹都市交流事業）
について

定　例　記　者　会　見　資　料

白　石　市



平成２９年７月定例記者会見資料

白石三白野菜「白いトウモロコシ（ピュアホワイト）」の販売開始について

本市の農産物販売金額や１経営あたりの経営耕地面積は全国及び県平均を下回

っており、少ない面積で大きな収入を上げる農産物の高付加価値化が必要となっ

ています。一方で、いわゆる「ブランド農産物」のような、統一的品目の生産体

制が確立されていないため、農産物の単価も相対的に見て低い状況となり、本市

の基幹産業である農業部門の所得拡大・雇用創出につながっていないのが現状で

す。この現状を打開し、いかにして農業を活性化させ、観光産業と相互連携でき

るかが本市の大きな課題となっています。

このようなことから、昨年よりＮＰＯ法人小十郎まちづくりネットワークでは

地方創生加速化交付金を活用し、「白石発ブランド」の確立を図るため、「白石

三白（温麺・和紙・葛）」にちなみ、『白石三白野菜』として「白いトウモロコ

シ・白いカボチャ・里芋」を新ブランド野菜とするため、宮城県大河原農業改良

普及センターの指導のもと、高品質野菜の生産を目指してきました。

その中でも昨年デビューした白いトウモロコシ（ピュアホワイト）は、農産物

直売所「小十郎の郷」で販売したところ、好評により売り切れることが多かった

ため、本年は作付面積を昨年の約３倍（約170a）に拡大し、多くの人に味わって

頂けるよう栽培が行われております。

順調に進めば、７月１５日頃より販売が開始される予定です。

本市は、本年度も、地方創生推進交付金を活用し、農産物のブランド化に向け

た取り組みを継続支援し、農林業の振興に努めます。

※販売開始は、７月１５日頃ですが、生育状況により前後しますので、決まり

次第ご連絡します。

※８月５日（土）「ピュアホワイトまつり」を小十郎の郷で開催予定です。

担当：建設産業部農林課

電話：０２２４－２２－１２５３
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補足資料

１．栽培農家数

H28 H29

小十郎の郷会員の一部 １２ 名 → １８ 名

２．栽培面積及び予定収穫量

H28 H29

栽培面積 ６０ ａ → １７０ ａ

（予定）収穫量 ９，０００ 本 → ２５，５００ 本

３．しろいし農産物ブランド化推進事業

《財源》地方創生推進交付金（平成２９年度）約１，０００万円の補助

【参考】平成２８年度

地方創生加速化交付金（平成２７年度繰越）約１，３００万円(委託)

計 約２，３００万円

＝内訳＝

生産にかかる費用として、種子及び肥料代の一部を補助

販売・ＰＲにかかる費用として、人件費等の一部を補助
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平成２９年７月定例記者会見資料

「第11回全国和牛能力共進会 宮城大会最終選考会」の結果及び「第11回

全国和牛能力共進会」出場について

来る9月7日（木）から11日（月）までの5日間にわたり、全国から選抜された

優秀な牛517頭が一堂に会し競い合う全国大会「第11回全国和牛能力共進会 宮城

大会」（通称：全共）が夢メッセみやぎを会場に開催されます。

雄牛・雌牛の体型の良さなど、改良成果を月齢別に審査する「種牛 の部」と、
しゅぎゅう

枝肉の状態で脂肪の入り具合などの肉質を審査する「肉牛 の部」に全国の代表
にくぎゅう

牛が出品されます。

優秀な成績を収めることで、その和牛ブランドの市場価値が全国的に高まるた

め、参加道府県にとっては、まさに威信をかけた大会となります。

その全国大会に出品する宮城県の代表牛を決定する県大会「第11回全国和牛能

力共進会 宮城大会最終選考会」が6月17日（土）から18日（日）にかけて美里町

のみやぎ総合家畜市場で開催されました。

「種牛 の部」で仙南地区の選抜会を通過した本市の小室富義さん（福岡）、
しゅぎゅう こむろ とみよし

境野和博 さん（小原）、古山豊 さん（大平）らの牛3頭を含む「仙南和牛改良
さかいの かずひろ ふるやま ゆたか

推進組合」の牛5頭が、仙南地区の代表として団体戦に出品し、見事、「最優秀

賞」に輝き全国大会への出品が決定しました。また、「東北農政局長賞」も併せ

て受賞しました。

今回出品しました「総合評価群」は共進会の花形区分と言われており、仙南の

牛がこの区分で全国大会に出品されるのは初めてで、その中に白石の牛が入って

いるのは大変名誉なことです。

９月に「夢メッセみやぎ」を会場に開催される全国大会「第11回全国和牛能力

共進会 宮城大会」では、トップを目指し、仙南そして白石の和牛の名を全国に

轟かせていただきたいと思います。

市としても、全共に向けての指導会に伴う輸送費等の支援及びＰＲを行うと共

に、引き続き畜産振興に努めます。

担当：建設産業部農林課

電話：０２２４－２２－１２５３
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補足

１．第11回全国和牛能力共進会 宮城大会最終選考会

・開 催 日 平成２９年６月１７日（土）から１８日（日）

・出場区分 第８区 総合評価【種牛】

・結 果 仙南和牛改良推進組合が最優秀賞を受賞

・出品者５名

小室富義さん（白石市・福岡）
こむろ とみよし

境野和博 さん（白石市・小原）
さかいの かずひろ

古山 豊さん（白石市・大平）
ふるやま ゆたか

菅原公孝さん（丸森町）

加藤幸一さん（角田市）

２．第11回全国和牛能力共進会 宮城大会

・開 催 日 平成２９年９月７日（木）～１１日（月）

主な内容

９月 ７日（木） 開会式

９月 ９日（土） ７区審査

９月１０日（日） ７区審査・等級決定

９月１１日（月） 閉会式

・出場区分 第７区 総合評価【種牛】

・出品者４名

小室富義さん（白石市・福岡）
こむろ とみよし

境野和博 さん（白石市・小原）
さかいの かずひろ

菅原公孝さん（丸森町）

加藤幸一さん（角田市）

※古山 豊さん（白石市・大平）は控え
ふるやま ゆたか
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平成２９年７月定例記者会見資料

「オーストラリア友好親善訪問団 派遣について」

担当：総務課、学校管理課

１．趣旨

 ホームステイや体験入学等の交流を通じて、中学生の豊かな国際感覚を育み、互いの

文化・価値観・生活様式等の理解と尊重を図り、友情を育む。

２．交流の経緯

 平成６年１０月２３日、市制施行４０周年を記念して、オーストラリア・ハーストビ

ル市と姉妹都市締結。その後、青少年を主体とした相互交流（白石市は中学２年生を派

遣）を行ってきた。

平成２８年５月にハーストビル市が隣接市と合併し、新たにジョージズ・リバー市と

なり、新体制が整うまで（今年９月に市議会議員選挙が予定され、市議の中から市長が

互選される）「交流には携われない」ことから、昨年度の中学生派遣は、国際交流コー

ディネーターの戸倉勝禮氏（とくら かつのり：シドニー在住）から、カウラでのホー

ムステイ・体験入学の代案が提案され、例年と内容を変更し、日程を短縮して派遣した。

今年は、同じカウラにある聖ラファイエル・カトリック・スクールに受け入れてもら

えることになり、体験入学（１日）とホームステイ（４泊）を行う。

派遣は、平成６年度から今年で２３回目となる。（平成２１年度のみ新型インフルエ

ンザのため中止）

※例年：１１日間（学校体験２日、ハーストビル（ホームステイ）５泊、キャンベラ

１泊、シドニー２泊）

H28 ９日間（学校体験１日、カウラ（ホームステイ）３泊、キャンベラ１泊、シ
ドニー２泊）

H29 ９日間（学校体験１日、カウラ（ホームステイ）４泊、シドニー２泊）

３．派遣先

オーストラリア ニューサウスウェールズ州 カウラ市

 聖ラファイエル・カトリック・スクール

※カウラ市の概要 

  シドニーから内陸に車で片道約５時間、人口約１万人のオーストラリアで最も日

本と関係が深い町と言われている。第二次世界大戦中の捕虜収容所、戦争中に亡く

なられた日本人が眠る日本人墓地、平和を願い多くの桜が植えられた桜並木、日本
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庭園がある。日本庭園には、元白石市長や友好の翼訪問団（白石市民団）が寄附・

植樹した桜の木もあり、地元の学生が世話係となっている。

４．訪問日程、訪問団について

・日程：平成２９年７月２６日（水）～８月３日（木）９日間

※詳細は別添日程表のとおり 

・訪問団員：１２名

内訳：市内中学２年生１０名（男子２名、女子８名）

（白石中２名、南中１名、白川中１名、福岡中２名、

小原中１名、東中３名）

      引率者 ２名 （市職員：男性１名、福岡中教員：女性１名）

５．内容

・聖ラファイエル・カトリック・スクールにて１日体験入学

・同校生徒宅でのホームステイ（４泊）

・ホストファミリーとランチ会、パフォーマンス披露

・自治体国際化協会シドニー事務所を訪問し海外で働く日本人の体験を聞く

・シドニー市内観光

６．今後の予定について

・結団式 平成２９年７月１２日（水）午後４時～ 防災センター２階会議室

※詳細は、別添次第のとおり

・出発式 平成２９年７月２６日（水）午後１時～ 市庁舎１階正面玄関前

・解団式 平成２９年８月２１日（月）午後４時～ 防災センター２階会議室

-13-



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊平成２９年度「オーストラリア友好親善訪問団」

結 団 式

日 時 平成２９年７月１２日（水）１６：００～

場 所 白石市役所 防災センター会議室（２階）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

次 第

１ 開 会

２ あいさつ 白石市長 山 田 裕 一

３ 市長から委託

・ メッセージ

・ 記念品

４ 祝 辞 白石市議会副議長

５ 訪問団員抱負の言葉

① 生徒代表あいさつ

南中学校 大浪 麻緒

② 事前研修成果披露

白石中学校 山本 博健

福岡中学校 武田 瑞生

◎パフォーマンス披露

③ 訪問団員自己紹介・決意表明

④ 引率者あいさつ

団 長 渡邊 勝広

副 団 長 佐藤 佳世

６ 閉 会
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　月　　　日 地　　　名 時刻予定 主な行事予定 食事 宿　泊 備考

1 7月26日 白石市役所 12:45 市役所１階ロビー集合

　　　（水） 13:00 出発式　終了後バスで白石蔵王駅へ　

白石蔵王駅　発 13:58 やまびこ１４２号

東京駅　着　　　 15:48 モノレールで羽田空港へ 私服

羽田空港　　 発 22:00 カンタス航空（ＱＦ２６便） 機内食 機内

2 7月27日 （機内で朝食） 機内食

　　　　（木） シドニー空港 着 8:25 バスでブルーマウンテン経由カウラへ 昼 私服

聖ﾗﾌｧｲｴﾙ　ｶﾄﾘｯｸ　ｽｸｰﾙ 16:00 ホストファミリーと面会、ホームステイへ ﾎｰﾑｽﾃｲ

3 7月28日 カウラ 制服

　　　　（金）

ﾎｰﾑｽﾃｲ

4 7月29日 カウラ カウラ 私服

　　　　（土）

昼

ﾎｰﾑｽﾃｲ

5 7月30日 カウラ 　

　　　（日）

私服

ﾎｰﾑｽﾃｲ

6 7月31日 カウラ 朝 集合、カウラ見学（収容所跡、日本人墓地など）

　　　　（月） バスにてシドニーヘ移動 昼 私服

シドニー 　 アディナホテル泊 夜 ホテル

7 8月1日 シドニー 10:00 自治体国際化協会シドニー事務所訪問 朝 　 私服

　　　　（火） 　 シドニー観光 昼

18:00 「中華料理店」で「お別れディナー」　アディナホテル泊 夜 ホテル

8 8月2日 シドニー　 9:30 荷物をホテルに預け朝食後、16：00まで「自由行動」 朝昼兼

　　　（水） 16:00 ホテル集合（時間厳守） 私服

17:00 ホテル発　バスでシドニー空港へ⇒チェックイン後、軽食

シドニー空港 発 20:45 カンタス空港（ＱＦ２５便） 機内食 機内

9 8月3日 （機内で朝食） 機内食

　　　 （木） 羽田空港     着 5:15 両替、スーツケースを宅急便に預ける、軽食

羽田空港     発

東京駅　　　　着 私服

東京駅　　　　発 10:00 やまびこ１３３号

白石蔵王駅　着 11:50 ※白石蔵王駅にて帰国あいさつ後　解散

平成２９年度「オーストラリア友好親善訪問団」日程表

※荷物（スーツケース）は、あらかじめ送付致しますので、２４日（月）１２時～１３時まで、市役所庁舎前車庫へ

   搬入してください。

終日

「日本庭園」でホストファミリーを招いて「バーベキューラ
ンチ」と「各種パフォーマンス」披露

ホストファミリーと１日過ごす

ホストファミリーの子供と一緒に、登校。１日体験入学
（聖ﾗﾌｧｲｴﾙ　ｶﾄﾘｯｸ　ｽｸｰﾙ）
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平成２９年７月定例記者会見資料 

ふるさと豆記者訪問交流（小中学生による姉妹都市交流事業）について 

担当：教育委員会学校管理課

姉妹都市間の児童生徒による交流（派遣・受入等）を図り、次代を担う児童生

徒同士が友情を育みながら、お互いの「まち」の理解と認識を深める。 

◎７月２４日（月）～２５日（火） 白石市の小学生が海老名市を訪問

白石市：大平小学校、深谷小学校、小原小学校 各校より２名ずつ

（引率：大平小教諭１名、市教委１名）

海老名市交流校：今泉小学校 

学校交流のほか、リコー株式会社や海老名サービスエリア等を見学予定。

◎７月２６日（水）～２８日（金）（学校交流：２７日午前）

登別市・海老名市の小学生が白石市を訪問（今年から３市一同での交流）

白石市交流校：白川小学校

登別市：幌別小学校、幌別西小学校 各校より３名ずつ （引率２名）

海老名市：海老名小、社家小、杉久保小、杉本小 各児童１名ずつ（引率２名）

学校交流のほか、白石城、弥次郎こけし村、碧水園等を見学していただく。

＊北海道登別市 

歴史的なゆかりに基づき、友好と理解を深め相互協力をしながら発展するこ

とを願って、昭和５８年に姉妹都市提携。登別・白石姉妹都市親善交流会が組織

され、スポーツ・文化・物産などの交流が行われている。 

＊神奈川県海老名市 

 平成３年に海老名市の市制施行２０周年にあたり友好都市として提携。その

後平成６年に、本市の市政施行４０周年を機に姉妹都市として提携。海老名・白

石親善交流会を中心に、少年野球をはじめさまざまな交流を行っている。
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月　　日 時　　間 登別市　 海老名市 備考

12:25 白石市役所　発

13:35 仙台空港　着

（飛行機は１２：３０着　ＡＮＡ１２２４便）

エアポートミュージアム（３階）待ち合わせ

13:45 仙台空港　発

13:49 白石蔵王駅　着（やまびこ１３７号）

　（公共交通機関で移動）

14:40 白石市役所　着　→大会議室へ

14:55 城下広場　着　→市役所大会議室へ

15:00

15:30

16:10

8:30

8:45

9:00

9:20

9:50

11:15

11:30

12:30

13:00

14:10

14:30

15:40

16:00

8:30

8:50

9:20

11:20

12:00

12:05 城下広場　発 公共交通機関で白石蔵王駅へ（新幹線１２：５８発）

財政課ハイエース（ひ８１９）で移動（運転：村上補佐）

13:05 仙台空港　着

（飛行機１４：１５発　ＡＮＡ１２２７便）

14:10 城下広場　着

平成２９年度　姉妹都市交流事業

「ふるさと豆記者訪問団」海老名市・登別市来白日程

７／２７（木）

７／２８（金）

７／２６（水）

登別市・海老名市　お別れ

材木岩公園・検断屋敷　着

材木岩公園・検団屋敷　発

白川小学校　着

白石市役所　発

小原温泉「かつらや」発

　　見学

白石市役所　発
財政課ハイエース（ひ８１９）、９人乗りスクールバス（運転：日下補佐、村上補佐）

　　学校交流（１０：００～１１：１０）

白川小学校　発

やまぶき亭　着

　白石城見学（10:30～11:00シアター上映）

　昼食

やまぶき亭　発

弥次郎こけし村　着

弥次郎こけし村　発　

碧水園　着

　絵付け体験等

昼食（ミュージアム内レストラン）

表敬訪問　（大会議室）

城下広場　発

小原温泉「かつらや」着

碧水園　発

小原温泉「かつらや」着

小原温泉「かつらや」着・発

城下広場　着
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