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○当所の新型コロナウイルス感染症対策に関する相談窓
口（8:30～17:15（土日祝日を除く））
農業・林業の経営相談に応じるとともに、対応可能な支援

◎お知らせ

制度を紹介します。
・農業に関すること 農業振興普及部 電話 0248-23-1561
・林業に関すること 森林林業部

電話 0247-33-2121

◆収入保険に加入しませんか？

収入保険はほぼ全ての農産物が対象であらゆるリスクに対応します！！
自然災害はもちろん

コロナウイルスの影響

※加入できる方は、

価格低下、病気、けが

による価格下落や観光農園・

青色申告を行っている

などの様々なリスクに

直売所などの客足減少による

農業者（個人・法人）

対応！！

販売収入の減少も補償！

です。

補償内容
保険期間の農業収入金額が、基準収入金額の９割(※)を下回ったときに、下回った額の

９割を上限に補てんします！！

(※)青色申告の提出年数により異なります。

問い合わせ先
・福島県農業共済組合 白河支所 TEL0248-27-1121 棚倉出張所 TEL0247-33-2261

農林業関係の動き
祝

◆令和２年度福島県優良建設工事の表彰式が執り行われました

祝

９月４日（金）に福島市のコラッセふくしまにおいて、福島県優良建設工事表彰式が執り行われ、当管内
からは伸和建設株式会社が特殊構造物部門で受賞し、知事から表彰を受けました。
県では、県が発注した工事のうち、出来形や出来映え、品質などで優秀な工事を「優良建設工事」として
毎年表彰しています。
同社は、施工ヤードが狭いなど条件が厳しく難易度が高い工事ながら、工期の短縮に向けて仮設計画
を見直し、高いレベルの施工管理、工程管理、安全管理により優秀な出来ばえに仕上げたことが高く評価
されました。

部 門 名 特殊構造物部門
受 賞 者 伸和建設株式会社（矢吹町）
代表取締役 橋本 秀和
工事内容 吐水槽工
鋼製起伏ゲート躯体工

・この施設は、ポンプで汲み上げた河川水を貯
めるための水槽です。
・この施設により、河川よりも高い位置にある水
田に安定して農業用水を供給できます。
・本工事では、既存の施設が老朽化したため、改
修を行いました。

【総務部・農村整備部】

◆食育実践サポーターが活動を行いました
８月１９日（水）に、白河市のたんぽぽサロンにおいて、「ふくしま食育
実践サポーター」三森美智子さんが、「幼児期の食生活に関する講話」
を行いました。本イベントは、 NPO 法人「子育て環境を考える虹の会」
主催のイベントで、たんぽぽサロン利用者親子１２名を対象に、開催さ
れました。
離乳食の役割、食物アレルギーと離乳食について、バランスのよい
食べ方など、幼児期の食生活についての講話を行った後、子育て中の

↑講話の様子

お母さんたちの悩みについて個別相談を行い、各お子さんに合わせた
アドバイスをしていただきました。
参加者からは「些細なことで気になっていたことを教えていただけ
てすっきりした。」、「食事に関して悩んでいたが、考えすぎなくていい
のだと気持ちが楽になった。」との声が聞かれ、好評でした。
県では、野菜ソムリエによる「野菜を食べることの大切さ」に
ついての講話や、栄養士による「子どもの栄養と食生活」につい
ての講話、調理実習など、子どもの食育に関する活動を支援して
います。「ふくしま食育実践サポーター」をぜひ、活用しません
か！！

↓気軽に当所企画部（担当：佐藤）までご相談ください。

Tel:0248-23-1527

FAX:0248-23-1590

↑個別相談の様子

【企画部】

◆第４７回福島県花き品評会が開催されました
８月２８日（金）に、郡山市にある「農産物直売所 愛情館（旧店
舗）」において、第４７回福島県花き品評会審査会が開催されました。
この品評会は、生産技術向上と県産花きの需要拡大、花き産業並
びに花き文化の発展を目的として毎年開催されています。
今年度は、宿根カスミソウ、コギク、ダリア、リンドウ、トルコギキョ
ウ、カラーなど 19 品目、合計 185 点の出品がありました。
色、形状、全体のバランスについて厳正な審査が行われ、金賞 3
点、銀賞 10 点、銅賞 21 点が選出されました。
当管内からは 39 点が出品され、５点が入賞しました。中でも、塙
町の石井とし子さん出品のダリアが見事金賞（福島県知事賞）を受
↑金賞を受賞した石井さんのダリア

賞しました。

【農業振興普及部】

◆乗用全自動野菜移植機現地見学会を開催しました
８月２５日（火）に、白河市表郷の株式会社吉野家ファーム福島の
キャベツほ場において、県南地域次世代を担う農業推進協議会主催
で乗用全自動野菜移植機現地見学会を開催しました。今回は、オー
トトラクタでマルチ張り作業を行った後、乗用全自動野菜移植機によ
るキャベツの移植作業の実演を行いました。
経験と勘に頼っていた耕耘・マルチ張り作業の高精度化が図ら
れ、移植作業時間の大幅な短縮につながることから、参加者は高い
↑見学会の様子

関心を示していました。

今後は、キャベツ高性能収穫機による収穫・搬出作業について実証を行う予定となっています。
引き続き、
「アグリふくしま革新技術加速化推進事業」を活用し、先端技術の現場への実装に向けた現地
実証を行っていくこととしております。なお、本見学会は「スマート農業機械化体系による大規模露地野
菜の労働力削減の実証」に取り組んでいる白河スマート農業実証コンソーシアムとの共催で行いました。
【農業振興普及部】

◆令和２年度ＪＡ夢みなみ梨品評会が開催されました
８月２７日（木）に須賀川市にある「きゅうりん館」において、
令和２年度ＪＡ夢みなみ梨（幸水）品評会が開催されました。
この品評会は、ＪＡ夢みなみ管内３地区合同で行われ、梨栽培
の技術向上と普及を図り、梨の品質向上に資するとともに、安全・
安心な梨をＰＲすることを目的に開催されています。
今年度は７１点の出品があり、審査は、色目、形状、玉揃い、病
害虫被害の有無等の外観について厳正に審査（審査委員長 県南農
林事務所 樋田副部長）が行われ、最優秀賞５点、優秀賞５点、優
良賞１０点が選出されました。

↑品評会の様子

当管内からは１１点が出品され、２点が入賞しました。中でも、白河市の鈴木甲浩さんが最優秀賞（西白河地方
市町村長会長賞）を受賞しました。

【農業振興普及部】

◆白河合同庁舎に花のアレンジメントを飾りました
９月２８日（月）、当所は、白河合同庁舎玄関ロビーに、白河市の「花ようび」で
製作された花のアレンジメントを飾りました。アレンジメントは、福島県産のカス

ミソウ、ケイトウ、トルコギキョウ、りんどう、ユリで、庁舎内に華やぎと芳純な
香りをもたらしていました。今後も数回展示を予定していますのでお楽しみに。
この取組は、「令和２年度公共施設等におけるふくしまの花き・展示 PR 事
業」を活用したものです。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、イベント
↑華やぎのあるアレンジメント

や結婚式などの中止・規模縮小により、お花を見る機会が減っています。本事
業は県産花きの利用促進と、身近な場所でお花に親しむ機会を提供します。

【企画部】

◆地域木材利用施設などの視察研修会が開催されました
９月３日（木）に、地域材の消費拡大と利活用を進めるた
め、奥久慈流域林業活性化センター主催による「木材加工
施設、地域木材利用施設の視察研修会」が開催されました。
奥久慈地域の林業関係者１８名が、南会津町の（株）芳賀
沼製作や町役場・消防署を訪れ、 縦ログ構法 による地域
材の活用の様子や、地域産材を活用した庁舎を視察しまし
た。

↑縦ログ構法を利用した木製倉庫

参加者からは「どんな経緯で地域材の利活用に取り組ん

縦ログ構法とは？

・ ログを横に寝かせて積み上げるログハウス（丸太組工 だのか」といった質問や「奥久慈地域でも取り組んでみた
法）と異なり、縦に並べてパネル化し壁を作る木造軸組 い」等の意見が飛び交い、関心の高さが伺えました。今後、
工法です。

当管内においても林業関係者が連携し地域材を活用する

・縦にすることでログハウス特有の間取りの制限などを
解消し、部屋の大きさ、窓の取り方など、丸太組構法より

ことで、林産業の活性化につながることが期待されます。
【森林林業部】

も自由度を発揮します。

コラム
◆治山事業での木材利用の推進
治山事業では、間伐材の活用と、環境・景観への配慮を目的として、工事の際に木材の利用を進めてい
ます。昨年度完成した、滝ノ沢地区（矢祭町）では、荒廃した渓流を安定させるための水路を、間伐材を
活用し整備しました。
また、今年度完成した西郷地区(西郷村)や西山地区(矢祭町)では、治山ダムの型枠に間伐材を利用し
ています。引き続き、木材を利用した工事を進める予定です。

↑滝ノ沢地区

↑西郷地区

【森林林業部】

～ 「道の駅はなわ」 ～
今号より始まった連載企画、「県南地方の農産物
直売所」！！記念すべき第１弾は県南地方の中で
も南部に位置する塙町の直売所 「道の駅はなわ」
を紹介！！
円錐形の特徴的な建物が目印の「道の駅はなわ」
の店頭に並ぶ農産物は、なんと全て塙町産！！

新鮮な農産物が所狭しと並びます！！
店頭に並ぶ農産物は、放射能検査を行っていま
す。安全性が魅力の塙産農産物を求めて、県外の
リピーターも数多くいらっしゃるそうです。

塙町で盛んに栽培されているダリアを始め、季節
に応じた多彩な切り花も並びます！
お盆やお彼岸の時期などには、開店前からお花を
求めて行列ができるそうです。

直売所に併設されている軽食スペースで人
気なのが、「ダリアのソフトクリーム」。
塙町の花“ダリア”をソフトクリームで味わっ
てみませんか。
ほんのりとダリアの香りがして、塙町ならで
はの味わいとなっています。
塙町を訪れたらご賞味必至の逸品です！！

道の駅はなわ
・所在地
塙町塙字桜木町３８８－１
・営業時間
9:00～18:00
・休館日
１月１日

【企画部】

お知らせ
◆イオン白河西郷店において、しらかわ食・人フェア２０２０を開催します！
１０月２３日（金）から２７日（火）までの５日間、イオン白河西郷店において、６次化商品の販売会「しら
かわ食・人フェア２０２０」を開催します。まだ、みんなが知らない「地元の農林水産物を原材料とした商品・
加工品【６次化商品】」を先取りしに、ぜひお越しください！！
↓出展者一覧
名称

所在

主な商品

名称

所在

主な商品

①

北條農園

白河市

アップルパイ

⑬

株式会社山市農産

西郷村

野菜

➁

けんちゃんファーム

白河市

ナツハゼジャム

⑭

肉の秋元本店

白河市

豚肉ロース漬け、ウインナー

➂

白河ブルーベリーヒル

白河市

ジャム、ドレッシング

⑮

白河市産米需要拡大

白河市

米菓子、米

④

ハイランドポートブルワリー

西郷村

クラフトビール

➄

有限会社ケンシン

西郷村

ジャム、しどみ酒

⑯

有限会社石井養鶏場

白河市

シフォンケーキ、プリン、卵

⑥

社会福祉法人こころん

泉崎村

プリン、クッキー、卵

⑰

NPO 法人あたご

南会津町

しみ大根、マスクのスプレー

⑦

株式会社グリーンルーツ

矢祭町

ラズベリー加工品

⑱

株式会社菊忠

白河市

ラーメン

⑧

株式会社山のごちそう本舗

矢祭町

漬物類、ごぼう茶

⑨

にこにこバラ園株式会社

須賀川市

食用花、花のジャム

⑩

笹屋皆川製菓

下郷町

まんじゅう、プリン

⑪

民宿やまかのうや

只見町

どぶろく

⑫

藤野菜工房

白河市

唐辛子味噌

推進協議会

↓
昨
年
の
様
子

共催：しらかわ・地域産業６次化推進協議会（事務局：福島県県南農林事務所），
県南販路拡大促進協議会
日時：１０月２３日（金）から２７日（火）、９時から１８時まで（２３日のみ１０時から）

【企画部】

◆「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す！
１１月３０日（月）までの間、県南地方の農産物直売所において、「県南農産物スタンプラリー」を開催し
ます。対象の農産物を購入し、スタンプラリーを完成させた方の中から抽選で５０名様に、２，５００円相
当の農産物・６次化商品が当たります！！ぜひ、直売所でチラシをゲットし、参加してみてください！！
＃スタンプは１０個中５個集めれば応募できるよ

＃１人何回でも応募できるよ

＃その日の夜ご飯の材料で５個集まっちゃうんじゃない？

＃鍋とか

↓参加店一覧
店舗名

所在

店舗名

所在

①

り菜あん

白河市

⑪

みりょく満点物語 矢吹店

矢吹町

➁

細倉直売所

白河市

⑫

さわやか農業研究会直売所

矢吹町

➂

農産物直売所アグリパーク

白河市

⑬

やぶき大池直売所

矢吹町

④

福寿草

白河市

⑭

矢吹ヶ原農産直売所

矢吹町

➄

東直売所「ふれあいの里」

白河市

⑮

農産物直売所 田舎すだち

棚倉町

⑥

ひじりん館

白河市

⑯

みりょく満点物語 棚倉店

棚倉町

⑦

まるごと西郷館

西郷村

⑰

みりょく満点物語 矢祭店

矢祭町

⑧

直売・カフェ こころや

泉崎村

⑱

滝川渓谷農産物直売所「滝川の里」

矢祭町

⑨

農産物直売所はにわの里

泉崎村

⑲

道の駅はなわ

⑩

なかじま産直館「KIRASSHE」

中島村

⑳

鮫川村農産物加工・直売所 手・まめ・館

塙町

↑チラシ

鮫川村

【企画部】

お問い合わせ

福島 県県南農林事 務所

企 画部

地域農 林企画課

住所

福島県白河 市昭和町 269 番地（ 白河合同 庁舎４階）

TEL

0248-23-1576

ホー ムページ

FAX

0248-23-1590

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36230a/

