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生協議会連携会議」を開催しました
◆森林整備活動による二酸化炭素吸収

されました。当日は、国の研究者や、県内

量認証書を交付しました

で林業による地域おこしで活躍する方を講

◆「日本橋ふくしま館MIDETTE」で管内の

師に招き、講義やチェーンソーカービングの実演などを行いました。

６次化商品をPRしました

参加した高校生からは、「森林の放射性

蒸す。

◆管内で２地区が平成30年度福島県

セシウム分布状況が良く分かった」

｢里のほほえみ｣ほ場（矢吹町中畑）

優良建設工事表彰を受賞！
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◆県南地方の特産物を使用したおすす

についての現状を理解し、林業への就業
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月から適用となる消費税率引上げに伴う留意点など、

講師 ： 税理士法人大手門会計 佐藤俊彦所長

農業経営で必要な税務の知識やポイントを学べる内

主催 ： 福島県県南農林事務所
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会議室において、しらかわ・地域産業６次化ネットワー

くりを支援していきたいと考えていますので、６次化に
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販売の基本的なスタイルは五感、特に視覚に訴える商
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管内で２地区が平成30年度福島県優良建設工事表彰を受賞！

森林整備活動による二酸化炭素吸収量認証書を交付しました
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