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●●● WE LOVE　ふくしま ●●●

福島の風土が、おいしい「ふくしまの米」を生む。
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WE  L O V E

ふくしま

●●● WE LOVE　ふくしま ●●●

　福島県は、東北地方の最南端に位置し、日本有数の米どころと
して知られています。
　面積は13,781キロ平方メートルで、北海道、岩手に続く全国第
３位の広さ。お米の収穫量は、全国第4位（平成22年）を誇ります。
　県土は、南北に走る阿武隈高地、奥羽山脈、越後山脈の３つの
秀峰によって、３つの地方に分けられます。
　３地方には、その地形に添うように、特有の気候や地形があり
ます。

　弊会では、本誌401号より福島県の魅力あふれる物産と観光イ
ベントについてご紹介しております。掲載にあたりご協力をいた
だいている財団法人福島県観光物産交流協会様をはじめ、本誌読
者様より多大なるご支援を賜り、この場をお借りして御礼申し上
げます。
　本誌404号と次号にわたり、これから収穫時期を迎える福島県
産のお米についてご紹介いたします。
　本号では、ＪＡ全農福島様のご協力により、豊かな風土がはぐ
くむ福島県産のお米についてご紹介いたします。

冬の雪深さで知られる日本海岸式気候
越後山脈と奥羽山脈に挟まれた会津盆地は、寒暖差が大きく、
全国有数の米どころ。

気温較差が大きい内陸気候
奥羽山脈と阿武隈高地に挟まれ、平野が多い地形。夏と冬の
寒暖の差が大きい。

晴れわたる日が多い太平洋岸式気候
阿武隈高地側は山が多く、太平洋側は平野が広がる。年間を
通しておだやかな気候。

▲

西：会 津

▲

中央：中通り

▲

東：浜通り

>ふくしまの風土

※以下、59ページまでの内容は「JA全農福島」様のホームページより転載。
　（http://www.fs.zennoh.or.jp/rice/index.html）
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>おいしさの理由>全国に認められる
　「ふくしまの米」ブランドの確立

●●● WE LOVE　ふくしま ●●●●●● WE LOVE　ふくしま ●●●

　ふくしまのお米のおいしさの理由は、恵まれた気候、多彩な自
然特性、そして高い品質の３つにあります。
　福島県では、栽培法にこだわり、食味や品質が非常に優れたお
米を毎年着実に生産しています。

▲

福島の寒暖差ある気候。
お米づくりに欠かせないのは気温です。お米
の穂の発育期から登熟期にあたる7月中旬～9
月中旬の気温は特に大切。
日中は晴れて気温が高く、夜間は低めという
日較差の大きな福島の気候が、おいしいお米
を作ります。

▲

福島の３地方の自然特性。
福島県には、山、平野、海があり多彩な自然
環境を備えています。
３つの地方それぞれの地形や気候などの自然特
性を生かした栽培法で米づくりを行っています。

▲

福島の米の品質。
福島の米の品質は、全国の米の評価を行う「米
の食味ランキング」で毎年最高ランクを取得。
その品質は、全国に認められています。

お

いし
さの理由

お

いし
さの理由

お

いし
さの理由
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15年連続！ 日本最高ランクのおいしさ
「コシヒカリ」
平成22年産米の食味ランキングで、
「会津コシヒカリ」が最高ランクの「特A」と認められました。
「会津コシヒカリ」は、平成8年産より15年連続の快挙です。
「コシヒカリ」は全国各地で作付されていますが、東北では福島が
屈指の産地です。

高品質･低価格、安全生産を両立した
「ひとめぼれ」
「ひとめぼれ」は、安定生産と良食味の２つの特長を合わせ持つ、
数少ない品種です。価格的にも大変リーズナブルな上、何よりも
そのおいしさが自慢。
ぴかぴかした光沢とツヤがあり、もちもちとした食感を味わうこ
とができ、家計にもやさしいベストブランドです。

「特A」とは、財団法人日本穀物検定協会が毎年発表する「米の食
味ランキング」の最高ランクのことです。 同協会では、全国各地
でとれるお米に対して、 「外観・香り・味・粘り・硬さ・総合評価」
の６項目にわたって食味官能試験を行います。
評価結果は、特に良好な米を「特A」、良好「A」、標準的「A’」､ 
やや劣る「B」、劣る「B’」として5段階にランク分けします。
「特Aは」、日本最高ランクのお米として評価された証です。

特Aとは？



●10月のイベントガイド
日時 イベント名 場所 お問い合わせ先

開催中～
10月2日(日)

飯坂けんかまつり
［福島市］ 福島市飯坂町 八幡神社社務所

Tel：024-542-2560

開催中～
10月25日(火)

鶴ヶ城企画展　誕生四百年記念
「会津松平家の祖　保科正之」
［会津若松市］

鶴ヶ城天守閣 会津若松市観光公社
Tel：0242-27-4005

10月1日（土）・
2日（日）・15日（土）・
16日（日）

そば打ち体験
［塙町］ 湯遊ランドはなわ 湯遊ランドはなわTel：0247-43-3000

10月1日（土）～
11月23日（水）

会津・漆の芸術祭
［会津若松市］

会津若松市街地、
喜多方市街地等

会津・漆の芸術祭プロジェ
クト運営委員会事務局
Tel：0242-28-6000

10月2日（日）

会津若松市鶴ヶ城健康マラソン大会
［会津若松市］ 会津陸上競技場 スポーツ振興室

Tel：0242-39-1306

鶴ヶ城大茶会　［会津若松市］ 鶴ヶ城本丸・茶室
麟閣

会津若松市観光公社
Tel：0242-27-4005

10月4日(火)
～6日(木)

二本松のちょうちん祭り
［二本松市］　 二本松市街地 二本松観光協会

Tel：0243-55-5122
10月7日（金）
～16日（日）

蔵のまちアートぶらりー
［喜多方市］ 喜多方市内 喜多方市観光交流課

Tel：0241-24-5200

10月8日（土） 地場産業商工祭
［西郷村］

西郷村文化セン
ター

西郷村商工会
Tel：0248-25-1266

10月8日（土）
～9日（日）

古殿八幡神社例大祭
［古殿町］　 古殿八幡神社 古殿町産業振興課

Tel：0247-53-4620

棚倉秋まつり
［棚倉町］ 宇迦神社 他

棚倉秋まつり実行委員会
Tel：0247-33-3039
（市川屋旅館）

10月8日（土）
～10日（月・祝）

コスキン・エン・ハポン2011
［川俣町］ 川俣町中央公民館

ケーナの響くまちづくり実
行委員会
Tel：024-565-2434

小浜紋付祭り
［二本松市］ 二本松市小浜地内 岩代観光協会Tel：0243-65-2803
福島稲荷神社例大祭
［福島市］ 福島市中心市街地 福島稲荷神社Tel：024-522-2702

10月9日（日）

富岡の唐傘行灯花火
［郡山市］

郡山市三穂田町富
岡

三穂田公民館
Tel：024-953-2819

新鶴温泉ワイン祭り
［会津美里町］

新鶴地域ふれあい
の森スポーツ公園

会津美里町観光協会
Tel：0242-56-4882

第 6回湯川村新米祭り
［湯川村］

ユースピアゆがわ
前広場

湯川村産業文化祭実行委員会
Tel：0241-27-8840

鴫山城まつり
［南会津町］ 鴫山城跡周辺

南会津町観光協会田島観光
センター
Tel：0241-62-3000

針道のあばれ山車
［二本松市］ 二本松市針道地内 東和観光協会Tel：0243-66-2490

10月9日（日）
～10日（月）

牧場まつり
［郡山市］ 石筵ふれあい牧場 石筵ふれあい牧場Tel：024-984-1000

10月10日(月) はいからさんに逢えるまち
［会津若松市］

大町通り～野口英
世青春通り

アネッサクラブ
Tel：0242-22-4435

10月14日(水)
～16日(日)

裏磐梯エコツーフェスタ
［北塩原村］ 裏磐梯各地

北塩原村エコツーリズム推
進事業実行委員会
Tel：0241-32-2511
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＞トレーサビリティシステムの活用で、
　お米の栽培履歴も安全・安心

JA全農グループは、次の3つの条件等を満たすお米を、栽培の履歴がは
っきりしている信頼の「JA米」としてお届けしています。

1 銘柄が確認できた種子で栽培されたお米
銘柄（産地・品種）が確かなお米をつくるために、最も注意を払わなくて
はならないのが、お米の種子（種モミ）選びです。 JA米の産地では、銘
柄の確認された種子を購入して使うなど、銘柄の純粋性を保つための努力
をしています。そして、育苗、栽培・収穫、乾燥・脱穀、保管の各段階で、
他のお米と混ざらないようきちんと分けて管理し、出荷しています。

2 登録検査機関で検査を受けたお米
JA米は国に登録された機関で農産物検査を受けます。国の法律に基づいて、
品質の良否、異物・被害粒の混入、水分などお米の品位格付けを行う検査です。
ＪＡＳ法によって品種・産地・年産の表示をすることを認められているの
は三等級以上に格付けされたお米のみとなります。

3  生産基準により生産され、栽培履歴が記帳され基準通
りの生産が確認されたお米
JA・生産者グループごとに生産基準（＝お米づくりのルール）を決め、そ
の生産基準にしたがって稲を栽培します。国が定めた農薬使用基準を厳守
し、使用した農薬・肥料などに関する生産情報をきちんと記録しています。

　 ▼ ▼ ▼ 　

さらに、全農福島県本部では、残留農薬検査、異品種混入（DNA）
検査等を独自に実施し、より安全で安心なお米の出荷に取り組
んでいます。

◎ 次号では、福島県の生産農家、農業生産法人、卸・販売会社の取材記
事を掲載します。

●●● WE LOVE　ふくしま ●●●



̶禁転載̶
　この冊子についてご意見・ご感想をお寄せください。
　FAX　022̶224̶8163までお願いいたします。

ハマボウフウ（浜防風）
　東日本大震災の大津波で、壊滅的な被害にあっ
た名取市閖上地区を訪れた。
　友人Ｏ氏の自宅は土台だけを残して流失してい
た。庭の一角には紫の「あやめ」の花が咲いていた。
　当地区は、10年前から乱獲で激減した「浜防
風」を、古里の海辺にしようとＯ氏を中心に活動を
展開してきた。
　茎や葉は食用として、根は漢方薬（風邪薬）と
して昔から重宝されてきた。
　この浜防風は大津波にも耐え、奇跡的に泥の中
から芽を出し花を咲かせた。
　６月18～19日の両日、この閖上の地で北は北海
道、南は静岡県の関係12団体が集い、第２回「ふる
さと海辺フォーラム」を開催した。
　遠方にはガレキの山、広がる砂浜には、津波に
耐えた「浜防風」の群生が花を咲かせていた。海
は蒼く、静かで穏やかな一日でした。
　花ことばは、恋の芽生えた瞬間

菅原　清男
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ゆりあげ

　ひろば403号に誤りがありましたので、お詫びして
　訂正致します。
　目次および１頁の講師名
　「隈辺 まち子氏」→「隈部 まち子氏」

お詫び

日時 イベント名 場所 お問い合わせ先

10月15日（土） 尾白山秋の山開き
［南会津町］

南会津町大字宮沢
地内

南会津町観光協会伊南観光
センター
Tel：0241-76-2517

10月15日（土）
～16日（日）

第7回会津の編み組工芸品展　
［三島町］

三島町交流セン
ター山びこ

三島町交流センター山びこ
Tel：0241-52-2165

会津塩川バルーンフェスティバル
［喜多方市］ 喜多方市塩川町 喜多方市塩川総合支所産業課

Tel：0241-27-2122

10月16日（日）

高原の鮫川うまいものまつり　
［鮫川村］ 鹿角平観光牧場 鮫川村役場企画調整課

Tel：0247-49-3115
宿場文化まつり
［西会津町］ 野沢中央通り 西会津町商工会

Tel：0241-45-3235

伊南川古町温泉あゆまつり
［南会津町］

南会津町大字古町
地内

南会津町観光協会伊南観光
センター
Tel：0241-76-2517

大博多山秋の山開き
［南会津町］

南会津町大字青柳
地内

南会津町観光協会伊南観光
センター
Tel：0241-76-2517

10月21日（金）
～23日（日）

翠楽苑　紅葉月見会
［白河市］

翠楽苑（南湖公園
内）

白河観光物産協会、翠楽苑
管理事務所
Tel：0248-22-1147
（白河観光物産協）、
Tel：0248-23-6888
（翠楽苑管理事務所）

もとみや秋祭り
［本宮市］ 本宮中心市街地 本宮市役所商工労政課

Tel：0243-33-1111

10月22日（土）

みずウォーク源流の郷西郷大会
［西郷村］

西郷村キョロロン
村ねころんぼ広場

西郷村商工観光課
Tel：0248-25-2910

山本不動健康保養の森
「きのこまつり」
［棚倉町］

山本第 1 キャン
プ場

きのこまつり実行委員会
（棚倉町観光協会内）
Tel：0247-33-7886

伊南川 100 ㎞ウルトラ遠足　
［南会津町］

南会津町伊南・舘
岩地域、檜枝岐村

南会津町観光協会伊南観光
センター
Tel：0241-76-2517

10月22日（土）
～23日（日）

第38回絹市
［川俣町］ 川俣町中央公民館 絹市実行委員会Tel：024-565-2377

10月23日（日）

昭和村秋味まつり
［昭和村］

からむし織の里
（予定）

昭和村観光協会
Tel：0241-57-3100

斎藤山ふれあい登山
［南会津町］ 南会津町長野

南会津町観光協会田島観光
センター
Tel：0241-62-3000

10月29日（土） 羽鳥湖高原健康ウオーク
［天栄村］

天栄村羽鳥湖高原
交流促進センター

天栄村役場産業振興課
Tel：0248-82-2117

10月29日（土）
～30日（日）

西会津ふるさとまつり
［西会津町］ さゆり公園 西会津町商工観光課

Tel：0241-45-2213

しらかわ食と職の祭典
「がんばるぞ！白河 食と職の市」
［白河市］

白河駅前イベント
広場、白河市図書
館

しらかわ食と職の祭典実行
委員会
（白河市商工観光課内）
Tel：0248-22-1147

会津ブランドものづくりフェア
［会津若松市］ 会津ドーム

会津ブランドものづくりフェア
実行委員会事務局　（商工課）
Tel：0242-39-1252

10月29日（土）
～11月27日（日）

鶴ヶ城企画展～帰ってきた名刀
たち「接収刀」［会津若松市］ 鶴ヶ城天守閣 会津若松市観光公社

Tel：0242-27-4005
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