
 優れた6次化商品をたたえる「ふくしまおいしい大賞

2014」に南会津管内から「金子牧場プレーンヨーグルト

（小）」と「南郷トマト酢」が最高賞となる大賞を受賞し

ました。                 （企画部） 
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あいづ“まるごと”ネット交流会 

を開催しました 

南郷トマト生産組合第44回日本農業賞

（集団組織の部）大賞受賞！ 

2月24日、道の駅あいづ 湯川・会津坂下におい

て第3回あいづ“まるごと”ネット交流会を開催し

ました。（会津、南会津地方振興局・農林事務所

の共催、参加者100名） 

第1部は、会津大学短期大学部准教授で、会津美

里町のマスコットキャラクター「あいづじげん」

等のデザインを手がけた高橋延昌氏による、「人

に伝えて、売れる商品デザイン」と題した講演

会、また、第2部は、会津及び南会津の6次化商品

15品目について、試食及び7名のアドバイザーによ

る求評会を行いました。南会津からは、道の駅駅

長シリーズ「ブルーベリーソース」、「ラズベ

リーソース」（道

の駅しもごう）、

柿ちっぷす、乾燥

ようかん（NPO法人

あたご）、そばま

んじゅう（笹屋皆

川製菓）、完熟塩

レモン（会津ソー

ス合同会社）、あめ（とちぼっこ）、リンゴジャ

ム、ミニトマトジュース（土っ子田島ファーム）

が出展されました。  

アドバイザーからは、消費者目線に立った容器

素材やラベルの改善や、地元産素材にこだわった

ストーリー性のある商品づくりの必要性について

意見が出されました。       （企画部） 

 意欲的な経営や技術の改革に取り組み、地域社会の

発展に貢献する農業者等を表彰する「日本農業賞｣（集

団組織の部）大賞に南郷トマト生産組合が輝き、3月7

日にNHKホールにて授賞式が挙行されました。 

 高品質なトマトの

安定した生産体制と

ブランド管理の徹

底、産地一丸となっ

た担い手確保の支援

体制などが高く評価

されました。 

南郷トマトは平成

27年で54年目を迎え、栽培農家全員がエコファーマー

に認定されています。 

 ｢南郷トマト｣は例年7月から10月まで出荷されていま

す。店頭で見つけた際には是非ご賞味下さい。             

               （農業振興普及部） 

試食の様子 

金子牧場（下郷町）、只見特産（只見

町）がふくしまおいしい大賞受賞！ 

金子牧場プレーンヨーグルト（小） 南郷トマト酢 

農業賞記念祝賀会の様子 



 3月1日、伊南村森林組合、舘岩村森林組合、田島

森林組合が合併し、南会津町全域を地区とする南会

津森林組合が誕生しました。 

 新たに誕生した南会津森林組合は、組合員数2,567

人、資産総額約4億4千万円、組合員所有森林面積は

県内第3位の38,255haとなります。 

 今後、組合では

規模拡大の効果を

活かしつつ、合併

の基本理念である

「組合員との関係

強化」、「組織体

制の強化」、「人

材育成と雇用創出」の実現を目指します。               

                （森林林業部） 

 2月17日、南会津地方広域行政センター会議室に

おいて、福島県土地改良事業団体連合会南会津支部

の主催による研修会が開催されました。 

 当日は、管内3町の農業農村整備の担当者及び土

地改良区職員、南会津農林事務所農村整備部の職員

が参集し、通常業務を遂行する上で必要とされる心

構えや事務処理、ソフト・ハード両面の主要な事業

制度等について研修を行いました。 

 本研修会を通じて情報を共

有化するとともに、疑問や要

望について活発な意見交換が

なされました。 

 今後とも研修の成果を踏ま

え、業務の適切な執行と農業

農村の活性化を推進してまい

ります。            （農村整備部）  

 2月24日、田島建設会館において第3回農林土木安全

及び技術研修会を開催しました（参加者97名）。昨年3

月5日に、当所発注の農林土木事業現場で、死亡事故が

発生したことから、今年度は関係機関と連携し、研修会

の開催等により安全意識の向上を図り、事務所が主体

となって現場のパトロールや

啓発による事故の再発防止に

鋭意取り組んでいます。 

 会津労働基準監督署の専門

官を講師に、労働災害発生状況

と融雪後の工事及び森林整備

（伐木造材）の再開にあたり、

必要な労災防止の知識を習得しました。  （総務部） 

 ｢ただみ農家の嫁倶楽部｣が、第43回只見ふるさと

の雪祭りにおいて、トマトやじゅうねん、米粉な

ど、地域特産品や地元農産物を活用した新商品の販

売を行いました。当

倶楽部は、只見町の

野菜・花き・米生産

者のお嫁さんがメン

バー(会員数15名)

で、女性農業者とし

ての視点を活かし、

6次化商品の開発等

を行っています。 

ブースでは、同

時にトマトスープ

やじゅうねんシフォンケーキなどの試作品を無料配

布し、来場者から｢トマトの濃厚な味がおいしい｣、

｢地域特産品のじゅうねんは魅力的な素材なため、

もっと全面的にPRしてはどうか｣といった様々な意見

が出されました。これらの意見を活かしパワーアッ

プした商品と、倶楽部のさらなる飛躍が期待されま

す。            （農業振興普及部）    

試作品のひとつ、｢じゅうねんシフォンケーキ｣。 

ぷちぷちとした食感が人気でした。  

土地連南会津支部研修会 

が開催されました  

雪祭りにおいて只見町の新商品 

を披露しました  
南会津に新たな森林組合が誕生 

第３回農林土木安全及び技術研修会 

              を開催しました 

合併認可指令書交付式の様子 

 皆さん熱心に受講されました 

熱心に耳を傾ける参加者 

なかやま雪月火が開催されました 

2月21日に下郷町中山地区のなかやま花の郷公園

で、なかやま雪月火が開催されました。 

昨年は大雪のため中止となってしまいましたが、

今年は天気にも恵まれ、壮麗な雪景色と美しい月、

かまくらの中で燃える暖かなろうそくの火が織りな

す風景が多くの参加者を迎え入れました。 

点灯は16時30分から参加者もライターなどを持ち

寄って行われました。景色が徐々に夜の闇に包まれ

てくると、小さなろうそくの明かりが青い雪原の中

で輝きはじめました。 

19時からは伝統行事の歳の神も行われ、激しく燃

える炎の回りに参加者が集まり、無病息災を祈願し

ました。              （企画部） 

ろうそくの灯りが幻想的です  



 2月7日、南会津町の会津高原たかつえスキー場に

おいて、県産農林水産物等への風評払拭を目的に第

4回「おいしい 

ふくしま いた

だきます！」

キャンペーンを

開催しました。 

県産米や畜産

物をスキー場の

来場者へPRをし

ました。 

当日は、会津

養鶏協会のご協力をいただき、会津地鶏や米（南会

津町産 奥会津雪の舞）の試食会、下郷町金子牧場

のご協力により手作りバター教室を開催した他、ア

ンケートに回答された方を対象に抽選会も行いまし

た。試食したお客様からは「（地鶏は）ジューシー

で美味しい」「（米が）いつも食べているものより

甘い」など好評をいただきました。  （企画部） 

木工工作に懸命に取り組む子どもたち 

好評だった会津地鶏の試食 

 1月26日、只見町立明和小学校で木とのふれあい

創出事業による出前講座が行われ、4年生13人が自

由に作る木工工作を楽しみました。 

 これは森林や林業、木材について、楽しみながら

子どもたちに学んでもらうために森林環境税を活用

して開催したものです。 

 只見町森林組合の山内清示さんから、南会津の森

林や森のはたらき、木材の利用について学んだ後、

NPO法人森林野会

（もりのかい）の

奈良部くみさんの

指導のもと県内の

製材工場から提供

された木材を組み

合わせて、家やブ

ランコを作りまし

た。 

 子どもたちからは、「楽しい」、「木の大切さや

良さが分かった」などの感想が聞かれ、森林のはた

らきや木の大切さを知るとともに木のぬくもりを感

じる良いきっかけとなったようです。 

                （森林林業部） 

第4回おいしいふくしまいただきます！

キャンペーン開催 
木でつくろう！ふれあい出前講座開催  

食品表示セミナーを開催しました 

 2月20日、食品の適正表示を推進するため、関係機

関（農政局・保健福祉事務所・振興局）と連携し、

南会津郡内の製造業者・加工業者等を対象に、食品

表示セミナーを開

催しました。 

 併せて、山菜の

シーズンが近づい

ていることから、

出荷制限指示を受

けている農林水産

物を改めて説明す

るとともに、出荷

制限品目を販売しないよう注意喚起を行いました。 

 参加者からは、「野生きのこの出荷制限を受け、

東京電力(株)に対し損害賠償請求をした直売所の事例

を聞いて大変勉強になった。」などの声が聞かれま

した。                （企画部） 

藤生わらび生産組合が 

「優秀賞」を受賞！  

2月3日、県主催の「平成26年度林業研究グループ

等活動発表会」が林業研究センターで開催され、南

会津町の藤生わらび生産組合が、地区一丸となった

地域活性化の取組を高く評価され、優秀賞（県森

林・林業・緑化協会長賞）を受賞しました。 

今回の発表では、生産組合役員の塩生隆晴さんが、

遊休地となっていた草刈場をわらび園として活用す

るまでの経緯や、アクの弱いわらびの根株養成、震

災後に入山者を呼び戻すための取り組みなど、20年

にわたる生産組合の活動について報告しました。

「今まで以上に山の資源を活用した地域振興に取り

組んでいきたい」と受賞の喜びを述べる組合長の星

光吉さん。これからも、元気で頑張ってください。                   

               （森林林業部） 

受賞された藤生わらび生産組合の皆さん 

食品表示など詳細な説明が行われました 

山菜の採取・出荷を行う皆様へ  

 県では、野生の山菜15品目について、品目ごとに

市町村単位で緊急時モニタリング検査を実施してい

ます。山菜の採取・出荷を行う際には、次の点に御

注意下さい。 



福島県南会津農林事務所 企画部 地域農林企画課 

みなさんのご意見・ご感想を 

お寄せください。  電話 ０２４１‐６２‐５２５２ ＦＡＸ ０２４１‐６２‐５２５６ 
ホームページ http://www.pref.fukushima.lｇ.jp/sec/36250a 

 この度、農作物の農薬残留基準値に関して短期暴露

評価という新しい評価法が導入されることにより、一

部農薬の登録内容が見直されることになりました。そ

れにより、在庫の農薬をラベル通り使用しても、農作

物の残留農薬が基準値を超過する可能性が出てきまし

た。 

 今後は、残留基準値の変更に伴う農薬使用登録変更

の周知チラシや資料等が、農薬メーカー、県などから

随時配付されます。それらにより、最新の使用方法を

確認してから農薬を使用してください。 

コラム 発見！おいしい南会津第3回～雪下野菜～ 

〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 

 昨年、南会津管内でマ

イマイガが大量発生しま

した。マイマイガとはド

クガ科の蛾で、幼虫は樹

木の葉や水稲などの農作

物を食害します。1ｃｍ以

上の幼虫には殺虫剤の効

果が期待できないため、

今年の大量発生を抑制する

ためには卵の段階での駆除が有効です。 

 マイマイガの卵は次の手順で駆除をお願いします。 

①卵を覆う鱗毛が舞い上がる恐れがあるため、マス 

 ク・手袋・ゴーグルを着用する。 

②ヘラ等を用いて卵を取り除く。 

③各自治体が定める方法で処分する。 

 マイマイガは4月頃に孵化すると予想されますの

で、3月中の対応をお願いします。（森林林業部） 

 お問い合わせはこちら 

 福島県の最低賃金が、平成26年10月4日から689円に

改正されました。常用・臨時・パート・アルバイトな

どの名称にかかわらず、福島県内の事業場で働くすべ

ての労働者に適用されます。 

 詳しくは、福島労働局賃金室又は最寄りの労働基準

監督署へお問い合わせください。    （総務部）  

〈福島労働局賃金室〉電話024-536-4604  

① 下郷町、南会津町産のこしあぶらは、出荷制限  

 品目となっており、今シーズンも出荷制限が継続  

 しています。   

② 出荷制限品目は、出荷販売できません、また、 

 加工用原材料として使用することもできません。 

③ これまで出荷制限がかけられていない山菜につ 

 いては、今シーズンの検査で安全が確認されてか 

 ら出荷販売するようお願いいたします。 

④ 安全・安心な山菜を消費者に届けるために、正 

 しい産地表示をお願いいたします。 

なお、検査結果は、新聞や県のホームページな

どで公表されますのでご確認ください。 

              （森林林業部） 

 「発見！おいしい南会津」第3回目は南会津の厳し

い冬を利用した「雪下野菜」です。 

雪下野菜は一度収穫してから雪を被せて寝かした

ものと、収穫せずに根を張らせたまま雪を被せるも

のなどがあります。 

下郷町の渡部澄子

さんのお宅では主に

給食用として雪下野

菜のキャベツを生産

しており、直売所な

どにも時々出荷して

いるということでし

た。また、キャベツ

の他に白菜や大根を雪

下で寝かせてもおいしくなるということです。農家

の想いが詰まった雪下野菜は、寒さ厳しいこの時期

においしい鍋料理にもぴったりです。皆さんぜひ味

わってみて下さい。          （企画部） 

マイマイガの卵 

渡部さんのお宅では収穫したキャベツ

（湖水）に雪を被せて寝かせています。 

○商品名に以下の単語が含まれる農薬は注意が必要です。 

『オルトラン』『ジェイエース』『ジェネレート』 

『スミフェート』『マブリック』 

『ルビゲン』『スペックス』『ミクロデナポン』 

『ガゼット』『アドバンテージ』 

『オンコル』『ジャッジ』『オンダイアエース』 

『ホームガーデン』 

『ガーデンホスピタル』『ジメトエート』 

『ベジホン』 

○農薬の有効成分としては以下のもので注意が必要です。 

『アセフェート』『フルバリネート』 

『フェナリモル』『NAC』 

『カルボスルファン』『ベンフラカルブ』 

（平成27年2月4日時点） 

確認しましょう！最低賃金 

 マイマイガの卵、孵化する前に 

駆除をお願いします！ 

農薬の使用方法が変わります！   

 なお、農薬を新規に購入する際は、目的の農作物に

使用出来るかを店頭などで確認してください。 

               （農業振興普及部） 


