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（対策本部の看板を掲げる森口所長（左）、　　　　
　和田山農業振興普及部長（右））
　　　　　　　　　　　　　　（農業振興普及部）

いわき地方防霜対策本部を
設置しました！！

試験操業拡大について
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（底曳き網の水揚風景）

　４月１日（金）、いわき地方防霜対策本部
を設置しました。その前段として３月２９日
（火）にいわき地方農業災害対策会議を開催
し、遅霜による農作物被害の未然防止と霜害
発生時の被害軽減対策及び総合的な農業災害
対策について関係機関が話し合いました。
　遅霜による農産物被害の未然防止対策とし
ては、水稲の幼苗期の深水管理、野菜や切り
花類の育苗期及び定植直後の幼苗保温管理等
があげられます。いわき地方で最も霜害に遭
いやすい日本なしについては、４月中下旬が
満開と見込まれるため、防霜資材の準備や草
刈りによる地温上昇、かん水による保温等の
対策に努めることを確認しました。
　加えて、昨年９月の関東・東北豪雨など、
局所的な気象災害が多くなっており、関係機
関の連絡体制を密にして被害防止対策の周知
や被害地域の調査などを迅速かつ正確に実施
するため、連携体制について再確認しまし
た。
　今年も実りの多い年となるよう、防霜対策
並びに農業気象災害対策に取り組んでいきま
す。

　３月１７日（木）、水産会館で開催された
いわき市漁協試験操業検討委員会において、
底曳き網漁業の操業回数を４月より週１回か
ら週２回に拡大することが決定されました。
　本格操業を目指して漁獲量を倍増し、県民
へ多くの県産水産物を供給することが目的
で、４月の初漁となった６日には、いわき市
漁協所属船２６隻が出漁し、マダラやアオメ
エソ、タコ、イカなど４.５トンの水揚げが
ありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　（水産事務所）
（水揚げされたマダラ）



　　　　　　　　　　　　　　　　（水産事務所） 　　　　　　　　　　　　　　（農業振興普及部）

　３月１６日（水）、小名浜魚市場におい
て、東京都中央卸売市場の主催による「東京
都被災産地支援研修会」が開催されました。
研修会は、被災産地の生産・出荷体制や放射
性物質検査の実態を首都圏の一般消費者へ説
明し、本県農林水産物の風評払拭を図る目的
で実施しており、５０名を超える参加があり
ました。
　研修会では、県水産試験場から魚介類のモ
ニタリング検査結果を、県漁業協同組合連合
会から試験操業の取り組み状況を説明しまし
た。
　その後、参加者は魚市場と放射性物質検査
室を見学し、本県水産物の安全確保に向けた
取り組みについて理解を深めました。
　参加者の中には、「厳しい出荷基準を独自
に設けていて努力が見て取れる」との激励の
言葉を寄せる方もおり、研修会は好評のうち
に終了しました。

　４月１０日（日）、市内の鉢物生産者で組
織されているいわき花き鉢物研究会は、いわ
き市産鉢花のＰＲと需要の把握のため、「か
しまふれ愛さくら祭り」で直売を行いまし
た。
　当日は恵まれた天候と桜吹雪の中、アッツ
桜やペラルゴニウム、カラー、ガザニア、宿
根かすみ草などを並べ、大勢のお客さんをお
迎えし、展示販売することができました。
　直売に携わった生産者は、自らの商品紹介
や管理方法を積極的に説明し、一鉢ずつ丁寧
に販売していました。昨年に続き２回目の出
店でしたが、販売は前年を上回る勢いとな
り、午前中には商品の大半が売れ、追加販売
まで行いました。
　生産者は、売れ筋が前年と同じではないこ
とに驚きを持ちながらも、消費者の声を直に
聞くことの大切さを実感し、今後の生産活動
に活かせる情報を収集していました。
　

（生産者及び消費者のふれあい）（モニタリング結果の説明）
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いわき市産鉢物を
直売しました！！

東京都被災産地支援研修会

（かしまふれ愛さくら祭りでの直売風景）（放射性物質検査室の見学）



　

森林保全巡視員
委嘱状交付式を開催

「ふくしま　おいしい大賞
２０１５」の受賞について

　４月１日（金）、県いわき合同庁舎におい
て、森林保全巡視員委嘱状交付式を執り行
い、森口いわき農林事務所長より新任１名を
含む９名の方に委嘱状を交付しました。
　これからの時期、多くの方が森林に入り自
然を楽しむ機会が増えてきます。森林の豊か
な恵みをいつまでも受けられるよう、森林保
全巡視員には今後１年間、いわき地方の保安
林や県営林において、森林内の気象害や病虫
害の発見、無許可の伐採や開発行為の発見と
いった巡視活動とともに、入山者に対する山
火事防止の啓発活動やゴミの持ち帰りを指導
していただくこととしています。

（森口所長より委嘱状を交付される巡視員）

（企画部）

（ふくしまおいしい大賞２０１５賞状）

（森林林業部）

３月２３日（水）、福島市において「ふく
しま おいしい大賞２０１５」の表彰式が執
り行われました。「ふくしま おいしい大
賞」とは、福島県内の美味しい農林水産加工
品を全国へお届けするとともに、お客様の声
を生産者へフィードバックする取組として県
が２０１２年よりスタートしたものです。毎
年、優れた加工品を各部門ごとに大賞、優秀
賞として表彰しており、今回で４回目となり
ます。

いわき管内からは、惣菜部門の大賞に「㈱
いわき福島復興オフィスのドライトマトのオ
リーブオイル漬け」、惣菜部門の優秀賞に
「Famere's House SAWAの原木しいたけの
和風ピクルス」が、それぞれ受賞されまし
た。また、健康日用品部門の優秀賞に「㈱磐
城高箸のおめでた箸」が輝きました。

㈱いわき福島復興オフィスの池端達朗社長
からは「この商品は、「美味しくて体にやさ
しい６次化加工」をコンセプトに、医師及び
管理栄養士との「医福食農連携」により企
画・開発しました。今後もいわきの美味しい
農産物を全国にアピールしていきます。」と
の抱負を語られました。
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（ドライトマトのオリーブオイル漬け）



３月２５日（金）、福島県庁において「ふ
くしま地産地消大賞」の表彰式が執り行われ
ました。「ふくしま地産地消大賞」とは、県
産品の消費拡大や再生可能エネルギーの利用
拡大など地産地消の推進に関する優れた取組
実践者を県が表彰するもので、今回が初めて
の表彰となります。

いわき管内からは、「(有)とまとランドい
わき」の「いわき市産ハウストマトの信頼確
保と加工販売による規格外品の有効活用」の
取組が評価され優秀賞を受賞されました。

(有)とまとランドいわきでは、震災後すぐ
に放射性物質の自主検査を行うとともに、そ
の結果をホームページなどで情報発信するこ
とでいわき市産ハウストマトの安全・安心と
信頼性確保に取り組んでいます。

また、生食用に向かない規格外品トマトを
使いトマトジュース、ゼリーやジャムなどを
販売しています。

さらには、太陽光発電システムを導入し、
再生可能エネルギーにより生産施設電力の一
部を賄うなど地産地消の推進に努めていま
す。

３月２４日（木）、県いわき合同庁舎にお
いて、磐城流域いわき地区林業活性化セン
ター主催による、いわき地方の森林整備の推
進や木材の安定供給、需要拡大を目的とした
林業活性化講演会が開催されました。
講師には、福島県林業経営者協会会長であ

る磐城造林㈱会長の小野好郎氏を招き、「い
わきの山について考える」と題して講演があ
りました。
講師からは、「大面積の森林を経営してい

く苦労話や一度荒廃した森林を適正に戻すに
は１００年かかること、また、持続可能な森
林の認証制度に早くから着目し、平成２１年
度には県内でもいち早く所有森林の認証を受
けた」ことなど、これからの森林づくりに参
考となる貴重なお話を伺うことができまし
た。
当日は、林業関係者など３０名が参加し、

参加者からは「将来のためにも、継続して森
林整備を行っていくことの必要性を改めて感
じた」などの意見があり、今後のいわき地方
林業の活性化につながることが期待される講
演でした。

「林業活性化講演会」が
開催されました

(ジュース、ゼリーやジャムの商品）

-4-

（森林林業部） (企画部）
（講演会の様子）

「ふくしま地産地消大賞」の
受賞について
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（水産事務所）

　　　　　　　　※採取月日で集計

検査点数

割合
(％)

100.00

測定値区分
(単位：
Bq/kg)

99.99 0.01 0.00 ― ―

76

100

100
以上

538,891 70

(表１)放射性セシウムが１点も検出されなかった品目と検体
数
菌床しいたけ(施設) ３、菌床なめこ(施設)
１、ふきのとう(野生) ４、牛肉 ９、原乳 ４

　３月末現在、いわき地方産の農林畜産物で
出荷が制限されているのは、（表２）のとお
りです。

いわき地方の農林水産物
モニタリング検査結果

計

（企画部）

調査結果は、「ふくしまの恵み安全対策協議会」の
農林水産物モニタリング情報で簡単に検索できま
すので、結果をご確認ください。

（３月３１日付け　水田畑作課ＨＰにより確認）

玄米（平成２７年産）検査状況（３月末現在）

　平成２７年産米の全袋検査は、３月末まで
の検査点数５３８，９６２点のうち、９９．
９９％の５３８，８９１点が測定機器の測定
下限値未満、７１点が基準値内で検出が確認
されましたが、基準値を超過したものはあり
ませんでした。

海産魚介類の検査結果

○福島県沖で採取された海産魚介類の放射性
セシウム濃度は、時間の経過とともに着実に
低下しています。
　平成２８年３月に放射性セシウムの食品と
しての基準値１００Bq/kgを超えたものはあ
りませんでした。
　なお、平成２７年４月以降、海産魚介類で
基準値１００Bq/kgを超えた魚介類はありま
せんでした。
○試験操業対象種は、３月２９日に県漁協組
合長会議で松川浦のアサリが承認され、魚介
類７３種類に拡大しました。アサリ漁は４月
２０日から再開されました。

（平成２３年以降のモニタリング検体数と放射性セシウム
検出の割合）

（表２）出荷制限及び出荷自粛品目（３月末現在）

平成２７年産米の全袋検査結果

農林畜産物の検査結果

　福島県が行った、いわき地方の３月の農林畜
産物の放射性物質モニタリング検査結果をお知
らせします。
　検査した５品目２１検体の全てにおいて、放射
性セシウムが検査機器の検出限界値以下でし
た。内訳は（表１）のとおりです。

538,962

測定下限値
未満(<25)

25

50

51

75

1 ― ―

出荷自粛

(１品目）
山菜 さんしょう（野生のものに限る）

山菜
たけのこ、ぜんまい、わらび、こしあぶ

ら、たらのめ（野生のものに限る)

きのこ 原木なめこ（露地）、野生きのこ

畜産物 ―

制限、自粛 区分 品目

出荷制限
（７品目）

野菜・根菜・芋類 ―

果物 ―

穀類 ―

（点） 

年
100Bq/kg
超

100Bq/kg
以下

不検出 計

検体数 785 893 294 1,972

割合（％） 39.8 45.3 14.9 100.0

検体数 921 2,372 2,287 5,580

割合（％） 16.5 42.5 41.0 100.0

検体数 280 2,147 5,214 7,641

割合（％） 3.7 28.1 68.2 100.0

検体数 75 1,387 7,260 8,722

割合（％） 0.9 15.9 83.2 100.0

検体数 4 896 7,677 8,577

割合（％） 0.05 10.4 89.5 100.0

検体数 0 150 1,991 2,141

割合（％） 0.00 7.0 93.0 100.0

検体数 2,065 7,845 24,723 34,633

割合（％） 6.0 22.7 71.4 100.0

H28.4.4現在

H23

H24

H25

H26

H27

H28

計
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いわき農林事務所　転入者一覧

平成２８年４月１日付け人事異動により、いわき農林事務所へ着任した職員を紹介いたします。

　　今年度よろしくお願いいたします！

　　　　　所長

新採用

和田山　安信

二宮　信明

岩野　英一 相双農林事務所双葉農業普及所

生産流通総室

森林土木課　技師 齋藤　綾香 森林林業総室

森
林
林
業
部

部長 穴澤　厚 農林水産総室

林業課主査（キャップ） 豊田　広幸 森林林業総室

林業課　技師 加藤　沙織 新採用

森林土木課主任主査 小林　春男 県南農林事務所

部名 職名 名前 旧所属

森口　康弘 農村整備総室

森林土木課　主査 長嶋　義之 相双農林事務所

農
村
整
備
部

部長 土崎　真 南会津農林事務所

管理課　技師 金成　麻里 県北農林事務所

農村整備課　技師 先崎　悠介 県中農林事務所

農村整備課　技師　　 浦野　友貴 新採用

生産流通総室

総
務
部

副部長兼総務課長 鈴木　健二 議会事務局総務課

主事 中村　友亮 新採用

主事

農
業
振
興
普
及
部

部長

副部長

農業振興課長

経営支援課長

経営支援課　技師

農業総合センター農業短期大学校

農村整備総室

新採用

渡邉　仁司 南会津農林事務所

味戸　裕幸

農業振興課　技師 藤江　孝太郎

菅原　大地

地域農業推進課　技師 佐藤　祐希

企

画

部
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  地産地消推進日（５月は８日（日））に合わせ、いわき農林事務所に情報提供のあった 

食彩ふくしま地産地消推進店のメニューを紹介しますので、ぜひご賞味ください。 

  なお、店舗の都合により内容は変更される場合がありますのでご了承ください。 

  また、営業日（メニューの実施日）については、事前にご確認ください。 

 ○ 北の屋そばや（植田町） 
   ≪地産地消メニュー≫（冷）ぶっかけうどん・そば、そば御馳走 

   ≪説明≫提供する料理にはいわきの野菜（とろろ、大根、ナス等）を 

           できるだけ多く使用しています。 

   ≪連絡先≫ 

      住   所：植田町本町１－１０－１ 

            電話番号：０２４６－６２－４７５２ 

   ≪料理の写真≫                   
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い わ き の 情 報 を お 知 ら せ し ま す ！ 


