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　我が国の農業は、農業就業人口が急速に減少している一方で、法人経営体や若手新規就農者が増加してい
ます。また技術面ではロボット技術や情報通信技術（ＩＣＴ）を活用したスマート農業が急速に拡大してお
り、大規模な法人経営体が地域農業の担い手として農業生産基盤を握っていく時代に突入しています。

　流通面では、世界的な新型コロナウイルス感染拡大により、国内消費については従来の中食・外食からイ
エナカ消費へのシフトが顕著に見られ、このことに関連するＥコマースや宅配事業が増加するなど、新たな
生活様式に準拠したビジネスが急激に伸長しています。一方、国策としての国産農畜産物の輸出拡大も同時
に進んでおり、ＪＡグループに対して更なる期待が寄せられています。

　もはや、農業は「１次産業」にとどまらず「２次産業」「３次産業」「６次産業」へと多様化・複合化して
おり、今後、「アグリビジネス」として大いに期待される産業の一つとなっています。

　食料は、いつの時代も生命活動の源であり、その生産活動である農業は決して斜陽産業にはなり得ないの
です。いかに儲かる日本農業として存続できるか、それを全農としていかにサポートしていけるのかが重要
なポイントなのです。

　令和３年度福島県本部として、震災復興・風評払拭・台風被害・コロナ禍等、他県には無い特殊事情や固
有課題が山積していますが、この難局を乗り切るべく、役職員一丸となり頑張ってまいります。

　今後とも、引き続き全農福島県本部の事業推進にご理解とご協力を賜りますようお願いしメッセージとい
たします。

JAグループについて

　各地のJAがおこなっている事業を効率よく推進・支援するため、都道府県段階での連合会・中央会があり、全国段
階での全国連があります。これらの組織全体を「JAグループ」と呼んでいます。JAグループには、JA全農が担う「経済
事業」のほかに、「代表・総合調整・経営相談事業（JA中央会・JA全中）」、「信用事業（JA信連・農林中金）」、「共済
事業（JA共済連）」などの事業があります。
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JA全農　県JA　JA経済連
経済事業

生産者が生産した農畜産物を消費者に届ける「販売事業」と、農業生産に必要な資
材や生活に必要なものを生産者に届ける「購買事業」をおこなっています。

JA共済連
共済事業

生命共済、損害共済、
年金共済を扱い、組合
員の生活を保障する役
割を担っています。

JA全厚連
JA厚生連

厚生事業

健康・医療・福祉事業
を通して、組合員の健
康を守る事業をおこ
なっています。

農林中金
県JA　JA信連

信用事業

組合員の貯蓄を資源に、
組合員に対する各種金
融サービスをおこなっ
ています。

JA全中
JA都道府県中央会

指導事業

JAの指導や教育のほか、
農政活動、広報活動な
どをおこなっています。

資料：農林水産省経営局「総合農協統計表」より作成

県本部長メッセージ
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ET研究所

秋田県本部

青森県本部

宮城県本部

埼玉県本部

飼料畜産中央研究所
畜産技術中央講習所
家畜衛生研究所

営農・技術センター

栃木県本部

茨城県本部

千葉県本部

神奈川県本部

東京都本部

三重県本部

京都府本部

大阪府本部

愛媛県本部

長崎県本部 大分県本部

徳島県本部
兵庫県本部

山梨県本部

本所

福島県本部

岩手県本部

山形県本部

新潟県本部

群馬県本部

長野県本部
富山県本部

石川県本部
岐阜県本部

滋賀県本部
鳥取県本部

岡山県本部
広島県本部

福岡県本部

4月1日現在

米穀 畜産 園芸 生産資材 燃料

JA全農福島　取引高推移

名　　　称 全国農業協同組合連合会福島県本部
愛　　　称 JA全農福島
所　在　地 〒960-0296  福島県福島市飯坂町平野字三枚長1-1
 024-554-3201（代表）
設立年月日 平成15年４月１日
事業取扱高 1,165億6,215万円（令和2年度実績）
沿　　　革 昭和27年７月…福島県経済連発足
 昭和49年６月…開拓連と合併
 平成15年４月…JA全農と合併し、「JA全農福島」発足
従 業 員 数 364名（令和3年4月1日現在）
ホームページ http://www.fs.zennoh.or.jp

JA全農32都府県本部の一つで、福島県を管轄エリアとしています。

全農グループ経営理念 JA全農福島

JA全農が担う経済事業
JA全農はJAグループの経済事業を担っています。
経済事業には大きく分けて販売事業と購買事業があります。

 販売事業 とは、生産者が生産した農畜産物をJAを通じて集荷、保管・流通・販売して消費者に届ける事業です。取り扱い品目には、
米、麦、大豆、野菜、果実、食肉、鶏卵、酪農製品などがあります。
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私たち全農グループは、
生産者と消費者の双方の視点から
事業を展開しています。

①生産者が育てた農作物 ②各地のJAで集荷 ③全農を通じて
　卸売業者へ販売

④量販店を通じて
　消費者へ販売

 購買事業 とは、農家の農業生産や生活に必要な物資などをJAを通じて生産者に供給する事業です。取り扱い品目には、肥料、農薬、
飼料、農業機械などの生産資材から食品、燃料などの生活用品まで幅広くあります。

④生産者のもとへ ③各JAを通じて ②肥料工場で製品化 ①全農が自ら肥料原料を輸入
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（４月１日現在）

管理部

営農支援部

企画管理課
コンプライアンス推進課
総務人事課
経理システム課

TAC推進課

米穀総合課
米穀販売課

畜産酪農課

家畜市場課
畜産販売課

園芸課
福島園芸センター
郡山園芸センター

会津園芸センター

東京園芸事務所
JA農産物直売所「愛情館」

肥料農薬課
技術対策課

エネルギー総合課

資材課
農業機械課
施設建築課

米穀部

中央家畜診療所
ジェラートカザロ

園芸種苗センター
福島PS
郡山PS
菌床しいたけイノベーションセンター
会津PS
JA広域会津集出荷施設「会津野菜館」

肥料農薬推進室（福島・郡山・会津）
農業技術センター

クミアイガスセンター（福島・会津）

農業機械センター
一級建築士事務所

東京畜産駐在事務所
牛豊（朝日店・八山田店）

畜産部

園芸部

肥料農薬部

燃料部

施設資材部

家畜せり市場

東京米穀駐在事務所
会津広域連合集出荷施設「美米蔵」

1
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1
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2
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（39）管理部
●企画管理課
　県本部の経営管理／広報
●コンプライアンス推進課
　コンプライアンス推進／リスク管理
●総務人事課
庶務管財／人事関連の管理
●経理システム課
　金銭出納･預金取引／システムの企画・立案

主な業務内容

主な業務内容

主な業務内容

主な業務内容

県本部内の経営状況の把握、事業
計画の立案、人事、広報、経理、シス
テム開発等の総括的な管理をおこ
なっています。また、若手職員による
SNSを使った情報発信を行ってい
ます。

（12）営農支援部
●ＴＡＣ推進課
担い手支援／労働力支援／JA福島担い手サポー
トセンター業務／食の安全確保対策／営農指導
員・ＴＡＣ担当者の養成／GAP認証支援

ＪＡの担い手支援体制の強化、労働
力支援、GAP認証支援をおこなって
います。

（16）米穀部
●米穀総合課
米麦種子の販売／麦・大豆・雑穀類の集荷・販売
●米穀販売課
米穀の集荷・販売／米の消費宣伝

米・麦・大豆などの穀物の集荷・販売
をおこない、日々、ふくしまの米の販
路拡大と安定的取引の促進に取り組
んでいます。

（59）畜産部
●畜産酪農課
生乳の集荷・販売／乳用牛・家畜薬・畜酪資材・牧
草種子の供給／ジェラートカザロの運営
●家畜市場課
セリ市場運営／繁殖用素牛の供給
●畜産販売課
肉豚・肉牛・鶏卵の販売／福島牛焼肉牛豊の運営
／食肉の消費宣伝

生乳・素牛・肉畜などの集荷から流通・
販売まで一貫した体制で取り組んで
います。また「福島牛焼肉牛豊」や
「ジェラートカザロ」の運営もしてお
ります。

事業案内福島県本部の機構図

東北エネルギー事業所
〈本所機構〉

福島推進課

主な業務内容（122）園芸部
●園芸課
　青果物・花きの販売／園芸品目の生産振興
●園芸センター
園芸品目の生産振興／青果物パッケージ事業の運営
●東京園芸事務所
青果・花き市場への出荷調整と販売／消費拡大ＰＲ
●愛情館／農産物直売所の運営
●会津野菜館／ＪＡとの共同による野菜の選果・集出荷
施設の運営
●菌床しいたけイノベーションセンター／菌床しいた
けの技術確立／菌床製造・供給／栽培実習

野菜・果実・花きなど園芸品目全般を
取り扱っています。
また多様な消費者ニーズに対応す
るためのパッケージ事業や、ＪＡとの
共同集出荷施設、農産物直売所を
運営しています。

愛情野菜愛情果実※●●●は9・10ページで紹介があります。
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　※（　）の数値は、本部長１名・副本部長２名を除く従業員数　（４月１日現在）

主な業務内容

主な業務内容

（41）施設資材部
●資材課
園芸用苗・種子の供給、出荷資材、園芸施設の提
案・供給
●農業機械課
農業機械の提案・供給、修理整備、中古農機の取り
扱い
●施設建築課
建築（計画・設計・施工管理）、農業施設プラント事業
（計画・整備支援）、戸建住宅・リフォーム事業の推進

農産物の出荷資材や営農に必要な
農業機械を取り扱っています。また
一般建築物や農業施設の計画から
設計、施工管理、引き渡しまでの業
務を行っています。

主な業務内容（30）肥料農薬部
●肥料農薬課
肥料・農薬・店舗資材の供給
●技術対策課
技術支援／土壌分析・施肥提案

営農に必要な肥料、農薬の供給、技
術支援及び農業技術センターを活
用した土壌分析・施肥提案を行って
います。

（11）燃料部
●エネルギー総合課
ＬＰガス・ガス器具の供給／クミアイガスセンターの
運営／家庭用・営農電気の供給
●東北エネルギー事業所・福島推進課
燃料（ガソリン・軽油・灯油）の供給（県内86ＳＳ）

生活用・営農用に必要不可欠なＬＰ
ガス、ガソリン、軽油、灯油の安定的
な供給と、電力を含めたエネルギー
の省力化に向けた総合提案に取り
組んでいます。

ふくしま未来
福島さくら
夢みなみ
東西しらかわ
会津よつば

［県内JA］平成28年3月1日 発足

平成28年3月1日 発足

平成28年3月1日 発足

会津よつば
湖
代
苗
猪

ふくしま未来

福島さくら

東西しらかわ

東西しらかわ

平成28年3月1日 発足

夢みなみ

そうま地区

たむら地区
郡山地区

いいで地区

みなみ地区

安達地区

福島地区

あぶくま
石川地区

みどり
地区

あいづ
地区

伊達地区

ふたば
地区

すかがわ
岩瀬地区
すかがわ
岩瀬地区

しらかわ
地区

いわき地区

（平成13年3月1日発足）

JAグループ福島、行政と協力事業者が一体となり、福島の豊かな大地で育まれた福島県農畜産物の安全とおい
しさの情報を発信し、消費拡大に努めてきました。主な取り組みを紹介します。

県産農畜産物キャンペーン・PR活動・農業等ふれあい体験

「ふくしまの米」キャンペーン（全国キャンペーン）の実施
4月～5月

　令和２年４月～５月、販売店（量販店、生協、米穀店、ＪＡ直売所
等）を通じた、全国規模の消費者向けプレゼントキャンペーン「春満
開！食べて満福キャンペーン」を実施しました。
　キャンペーン期間中はコロナ禍による巣籠需要もかさなったこと
から、応募数は71,816件（前年比149％）と昨年を大きく上回る応募
を全国の消費者からいただきました。 

「JA&クボタ ウインターフェア2020inふくしま」開催
11月26日～27日

　JA&クボタ ウインターフェア2020㏌ふくしま（農業機械展示会）をJA
全農福島郡山総合施設特設会場にて、2日にわたり開催いたしました。
当日はクボタおよび関連メーカー10社の協力をいただき、多くのお客
様に試乗いただくことができました。また、お客様が担当者の説明に
耳を傾け質問する場面がみられるなど注目の高さがうかがえ、2日間
で10台のご注文をいただくことができました。

JA-SS「まごころたっぷりキャンペーン」

　JA-SSをご利用いただいたお客様へ日頃の感謝を込めて5月と10
月の２回にわたりキャンペーンを実施しました。賞品は福島県農畜
産物等を選定し、当選者425本を厳選なる抽選で決定しました。

「農福連携マニュアル」制作発表会を開催！
3月24日

　農業の労働力不足解消を目的とする農福連携の取り組みをより
一層拡大していくため「農福連携マニュアル制作発表会」を行いま
した。ここで発表したマニュアルには、農福連携の概要から取り組む
までの流れ、県内での事例などを紹介しております。なお同マニュア
ルは、幅広い活用を目的にJA全農福島のホームページにて紹介も
行っております。

しいたけＩＶＣでしいたけ収穫体験ツアー開催
12月13日

　親子を対象とした、収穫体験ツアーを開催しました。菌床しい
たけイノベーションセンターの職員が講師となり、菌床しいたけ
の製造工程について説明しました。ツアーの最後には、しいた
けの収穫体験をおこない、収穫したしいたけはお弁当と一緒に
試食しました。残ったしいたけはお土産となり、充実した体験ツ
アーとなりました。

福島牛クラウドファンディング「プロジェクトF～あなたに届け福島牛」
7月1日～9月29日

　風評被害による相場低迷に苦しむ「福島牛」にコロナ禍による消
費低迷が、更なる追い打ちをかける中、「福島牛」をより多くの県内
外の方々に食べて応援いただきたいと「＃プロジェクトＦ　～あな
たに届け福島牛～」と銘打ってクラウドファンディングによる消費拡
大に取り組みました。のべ2,000人を超えるサポーターの方からご支
援をいただき、目標額を大きく超過してのゴールになりました。

2020年度主な取り組み

県内JA紹介

福島県内JA
　ＪＡ（農協）は、人々が連帯し、助け合う
ことを意味する「相互扶助（そうごふじ
ょ）の精神」のもとに、組合員農家の農
業経営と生活を守り、よりよい地域社会
を築くことを目的としてつくられた協同
組合です。福島県内にはJAふくしま未
来、JA福島さくら、JA夢みなみ、JA会
津よつば、JA東西しらかわの5つの総
合JAがあり、様々な事業や活動を行っ
ております。
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事業所・施設の紹介 JA全農福島では、様々な施設で幅広い事業をおこなっています。

集出荷場関連 生産者サポート

直売所

青果物のパッケージ及び果実ギフト向け商品販売事業
をおこなっています。福島を代表する果物「桃」の
パッケージもおこなっています。

❶ 農業技術センター
JAグループを通じて出荷販売される県産農畜産物の
「安全・安心」を各種分析でサポートしています。

❷ 福島牛焼肉  牛豊（朝日店・八山田店）

❷ 農業機械センター
中古農機の取り扱い、農業機械の修理整備をおこなっ
ています。農業機械を長くお使いいただけるようにア
フターサービスをおこなっています。

福島県産生乳を100％使用した本格ジェラートが味わ
えます。旬の果物・野菜を使った限定メニューも楽し
めます。

黒毛和牛の『福島牛』をはじめ『ふくしま煌牛』、『麓
山高原豚』など、県産自慢のお肉を味わうことができ
ます。❶ ジェラートカザロ

❸ JA農産物直売所 「愛情館」 郡山を中心とした福島の大地が育んだ「安全・安心・
新鮮」な農畜産物が並びます。県内消費者に対する地
産地消に取り組み、生産者の対面販売やイベントの開
催などもおこなっています。また、旬の果物や野菜が
試食できるセンターキッチンを常設しています。

❷ 福島ベジフル館（福島PS）

菌床しいたけ栽培技術の確立と生産者への普及に取り
組んでいます。生産者の労力軽減や研修受入、簡易空
調ハウスの賃貸など生産者をサポートする事業をおこ
なっています。

❹ 菌床しいたけイノベーションセンター

福島県全域の生産者から出荷される菌床しいたけを選
果選別・パッケージしています。郡山PSでパッケージ
された菌床しいたけは『愛情しいたけ』ブランドで県
内外に出荷されます。

❸ 郡山PS

米穀事業の要として構えるこちらの施設は「フレコン
集荷」による省力化・コスト低減の実現と「長期的安
定販売ニーズ」に応える集荷販売拠点です。

❶ 会津広域連合集出荷施設「美米蔵」

ＪＡ会津よつばとＪＡ全農福島が共同出資・共同運営
している施設です。ＪＡと全農との共同での取り組み
は全国初となり、会津全域から出荷されるアスパラガ
ス、きゅうり、チェリートマトの選果・選別作業を行
い、生産者の作業省力化に取り組んでいます。

❻ JA広域会津集出荷施設「会津野菜館」

アスパラガスやロマネスコ、インゲン、ネギなどの会
津地区で出荷される青果物を多様な市場ニーズにあわ
せた形態でパッケージし、製品化しています。

❺ 会津PS
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なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

ブロッコリー

ブロッコリー

ブロッコリー

ブロッコリー

肉牛

乳牛

乳牛

肉牛

肉牛

肉牛

肉牛 米

米

米

米

米

いちご

りんご

りんご

いちご

いちご

トマト
トマト

トマト

トマト

きゅうり

きゅうり

きゅうり

きゅうり

にら

にら

米

米

アスパラガス

アスパラガス

アスパラガス

会津
身不知柿

会津
身不知柿

いんげん

りんご

ぶどう

もも

もも

あんぽ柿

ピーマン

ピーマン

いんげん

トルコ
ギキョウ

肉豚

肉豚

かぼちゃ

肉豚

肉豚

肉豚

肉豚

トルコ
ギキョウ

リンドウ

カスミソウ

かぼちゃ

乳牛

乳牛

西：会津 中央：中通り 東：浜通り

福島県

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。

福島県は、東北地方の最南端に位置し、面積13,781キロ平
方メートルで、全国第3位の広さです。
県土は、南北に走る越後山脈、奥羽山脈、阿武隈高地の3つ
の秀峰によって、特色のある3つの地域（会津、中通り、浜通
り）に分けられます。   

　福島県では、それぞれの地域の自然条件を生かして、農畜
産物が生産されています。米の生産では、各地域によって「コ
シヒカリ」、「ひとめぼれ」、「福、笑い」、「天のつぶ」、「里山のつ
ぶ」などが栽培されています。野菜、果物の生産では昼夜の
寒暖差、かつ冷涼な気候を活かし、「きゅうり」をはじめ、会津
や浜通りで生産されている「トマト」や「さやいんげん」、会津
の「アスパラガス」などが生産されており、「桃」や「りんご」、
「日本なし」といった旬の味覚を代表するフルーツも生産され
ています。畜産物では、「福島牛」や「麓山高原豚」などのブラ
ンド牛・ブランド豚も肥育・生産されています。

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。

福島県　地形と農業 福島県の農業産出額

主要農畜産物の収穫量·飼養頭数における全国シェア率·生産順位

越後山脈
奥羽山脈

阿武隈高地

太平洋

福島県断面図

水稲

きゅうり（夏秋）

トマト（夏秋）

ピーマン（夏秋）

アスパラガス

さやいんげん

桃

りんご

いちご

日本なし

干し柿
（あんぽ柿）

肉用牛
（黒毛和種）

豚

生乳

※2019年度農林水産省（農林水産統計データ）より作成※2019年度農林水産省（農林水産統計データ）より作成

米
39％

野菜
21％

果実
13％

畜産
21％

花卉 3％

その他 3％

2019年　農業産出額の構成比

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

全国6位
368,500トン368,500トン

全国1位
30,800トン30,800トン

全国6位
16,900トン16,900トン

全国7位
2,610トン2,610トン

全国3位
3,260トン3,260トン

全国9位
1,400トン1,400トン 全国2位

27,000トン27,000トン

全国4位
16,000トン16,000トン

全国5位
23,200トン23,200トン

全国17位
2,410トン2,410トン

全国2位
1,276トン1,276トン

全国12位
36,800頭36,800頭

全国19位
124,500頭124,500頭

全国19位
67,861トン67,861トン
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愛情野菜

愛情果実

福島の花

®

福島県の農畜産物

コシヒカリ
県内で最大の生産量を
誇る「コシヒカリ」。食味
ランキングでは、会津コ
シヒカリが最高ランクの
「特A」を連続で獲得す
るなど、名実ともに福島
を代表する最高品種で
す。

きゅうり

トマト

菌床しいたけ

ひとめぼれ
安定した収量と食味の
2つの特徴を持つ数少
ない品種「ひとめぼれ」。
味はもちろん、もちもち
した食感が多くのファン
を魅了し続けています。

天のつぶ
福島県が15年の歳月を
かけて開発した「天のつ
ぶ」。良食味で大粒のし
っかりした食感が特徴で
す。2011年秋のデビュ
ー以来、そのおいしさが
徐々に伝わり、ファンを
獲得し続けております。

福、笑い
「香りが立ち、強い甘みをもちなが
ら、ふんわり柔らかく炊き上がる」
という、これまでにない個性的な
食感・食味が持ち味です。選び抜か
れた生産者だけが栽培することが
できる特別なお米には、福島の清
らかな水、恵まれた気候風土、米づ
くりへのこだわり、開発者の情熱な
どすべてが詰まっています。

里山のつぶ
福島県が満を持して送
り出す期待の超新星オ
リジナル品種「里山のつ
ぶ」。米粒が大きく、食べ
た時にしっかりした歯ご
たえと適度な粘りを味
わえます。

県内各地で栽培されており、夏秋期の
収穫量は日本一です。「クールビズ」を
ヒントにした「キュウリビズ」で消費拡大
キャンペーンを展開しています。

福島県産の夏秋トマトは完
熟型が多く、甘味と酸味の
バランスが絶妙です。

もも

宿根かすみそう トルコギキョウ キク リンドウ ユキヤナギ カラー

福島を代表する夏の果物です。
県内生産量の約半分を占める
「あかつき」が主力品種です。

りんご
出荷シーズンは、8月下旬
から12月頃と長く、様々な
品種が生産されています。
主力品種は「ふじ」です。

福島牛とは、福島県内で肥育·生産さ
れた黒毛和牛です。良質な牛肉づくり
にこだわる生産農家が、手塩にかけて
育てた「福島牛」は色鮮やかで良質な
霜降り、柔らかな肉質、風味豊かでま
ろやかな味のブランド牛です。

「麓山高原豚」は県内指定農家による「限定
生産」で飼養·生産されています。優れた種豚
を活用し、安全性と健康面、さらに豚肉の持
つ旨味を最大限引き出すため厳選された飼
料にこだわり肥育されています。

なし
みずみずしくシャリシャリ
とした触感が特徴です。主
力品種は「幸水」です。

あんぽ柿
皮をむいた渋柿を硫黄で
燻蒸した後、乾燥させると
いう方法で作られています。
トロッとしたゼリー状の果
肉が特徴です。

福島県では、地域ごとに特色のある気候条件を生かして、様々な花きが生産されてい
ます。特に会津地方を中心に生産されている宿根かすみそうは夏秋期のシェアがトッ
プとなっています。

いちご
甘みと酸味が程よく調和し、さ
わやかな味わいが特徴です。

アスパラガス
5月頃から6月頃にかけて
出荷のピークを迎えます。
太くて柔らかく、甘くてみ
ずみずしいアスパラガスを
味わうことができます。

ピーマン
福島県産のピーマンは生
食でも味わい良く、加熱す
ると柔らかくなり、風味の
良さが特徴です。

さやいんげん
阿武隈山間地域や会津地
方など夏の気候が比較的
涼しい地域で栽培されて
います。一年を通じて、肉厚なしいたけが生産されて

います。また、安全でおいしい「愛情しいたけ」
ブランドを確立し、消費拡大を図っています。
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●パールライス精米工場

●物流倉庫

子会社

　「地産地消」、「生産者と消費者を結ぶ懸け
橋機能」を基軸に県産農畜産物の消費拡大、
独自基準で選ばれた素材を使用した「安心・
新鮮」なＪＡふれあい食材の宅配、全農グル
ープ商品の普及拡大を行うとともに、快適生
活のためのリフォーム・電器製品等の生活必
需品の取り扱い、介護用品のレンタルや安
全で過ごしやすい住環境整備の相談等の
高齢化社会に対応した介護福祉事業、ご家
庭の健康をサポートする家庭薬配置、ご家族
の想いに感謝と真心を込めて人生最期のお
手伝いする催事事業等々、幅広い事業を福
島県内ＪＡと一体となって取り組んでいます。

　JAグループ福島に関わる物流全般を担
当しており、生産者の皆さんが大切に育てた
農畜産物や生産資材（肥料・農薬）等の輸送・
保管と”ふくしまの米”の販売を柱に事業を
展開しています。県内輸送ネットワークを通
じ、輸送貨物を県内外まで「安全・安心・責
任輸送」を理念にお届けしています。精米工
場から自慢の福島米を供給するとともに、精
米HACCP認証（平成30年3月28日）工場と
して、品質管理のさらなる高度化に努めて
います。

株式会社JAライフクリエイト福島

株式会社美土里耕産

JAパールライン福島株式会社
所在地▶福島市飯坂町平野字三枚長1-1 JA福島ビル7F
電　話▶024-554-3641
資本金▶3,831万円　　年　商▶62億3,259万円
従業員▶109名

所在地▶郡山市田村町金屋字下タ川原76-1
電　話▶024-942-5061
資本金▶9,808万円　　　年　商▶85億5,480万円
従業員▶196名

事業内容
1.食品事業
（1）共同購入　（2）食肉販売　（3）JAオリジナル商品
（4）店舗経営　（5）全農グループ（エーコープ）商品
2.食材事業
(1)食材宅配　(2)食材センター受託運営
3.生活事業
（1）生活用品（電器·建築·衣料·日用品等）　（2）配置家庭薬事業
（3）介護福祉事業　（4）催事事業

事業内容
1.物流事業
（1）貨物自動車運送事業及び取扱業　（2）物資の荷役業　（3）倉庫事業
（4）鉄道貨物通運業　（5）労働者派遣事業　（6）有料職業紹介事業
（7）農畜産物及び加工食品の仕入れ販売業　（8）石油販売業
（9）再生可能エネルギーによる発電及びその電力販売　（10）損害保険代理業
2.パールライス事業
（1）米穀の仕入、搗精、卸販売業　（2）米穀の受託搗精業　（3）米穀の販売業

所在地▶福島市飯坂町平野字三枚長1-1 JA福島ビル７F　電　話▶024-554-3561　
資本金▶2,030万円　年　商▶12億1,600万円　従業員▶4名

国内にある約127社ある子会社のうち、福島県本部が管理する子会社は３社です。（子会社とは、本会および子会社が50％ を超える議決権を有する会社です。）

　福島県内において、肉牛生産基盤の維持・拡大を目的に設立した会社です。当社の最大
ミッションは重量があり、かつ肉質（上物率の向上）の良い牛に飼養し枝肉として出荷する
ことです。現在、県下中通り地区を中心に１３戸の農場に肉牛生産を委託しています。飼養
規模は約1,600頭で、和牛肉牛肥育1,120頭、交雑肉牛肥育180頭、繁殖肥育一貫135頭、交雑哺育130頭、和牛繁殖母牛
30頭を飼養しており、和牛は銘柄『福島牛』・交雑は銘柄『ふくしま煌牛』として、郡山・仙台・東京の市場へ定期的な出荷をして
います。また、和牛肉牛を全農と連携して輸出牛肉として出荷しています。さらに、自社委託農家２戸でＪＡ全農北日本くみあい
飼料（株）と連携した和牛生産事業の展開をしており、約４００頭を飼養し『東北和牛』の生産にも携わっております。
　今後とも福島県内ＪＡグループ畜産生産基盤の維持・拡大に努め、『安全・安心』な肉牛生産を委託農場とともに展開して参
ります。
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4月1日現在

　農業と生物の多様性との関係や国産農畜産
物の大切さを伝えるため、「田んぼの生き物調
査」を実施し、子供たちの健やかな心身の成長
を応援するため「全農杯小学生卓球選手権」
「全農杯チビリンピック8人制サッカー大会」の
県大会をサポートしています。
　また、地域でのスポーツSRとして「福島ユナ
イテッドFC」「福島ファイヤーボンズ」「福島レッ
ドホープス」のプロスポーツを応援しています。

　消費者に向けて、生産者の生の声を紹介し、福島県の農業・農畜産物をより身近に感じ、親しんでいただけるよう、
多くのメディアを通して積極的なPRに取り組んでいきます。

３年間にわたり県産農産物を
学び「野菜ソムリエ」の資格を
取得した伊藤アナ。5年目の今
年度は「出張！！野菜ソムリエ県
産野菜の愛情弁当！」を作り県
産農産物をＰＲします！
［放送予定］
4月～11月　毎月最終土曜日

サタふく

グリーンメロディ

ふっくんしまちゃん天気予報

げっきんＳ

放送7年目となりました。
令和3年度も、県内JAと連携し、福
島県農業の未来を担う農業者や
農業に関する話題を紹介します。
［放送予定］毎週木曜日　18：30前後

東京園芸事務所からの果実・野菜の市況を生放送。リスナープ
レゼントの他、JA福島中央会と連携し、農業新聞からの最新情
報をお届けします！ 福島県のタウン情報サイト「ふくラ

ボ！」から、県産農畜産物をテーマ
とした多様な企画をお届けします。

令和３年４月に番組をリニューア
ル！今年度も㈱JAライフクリエイト
福島と連携し、旬の農産物とJAふ
れあい食材がコラボ！！㈱JAライフ
クリエイト福島の管理栄養士が考
案のレシピを自ら調理し、その美
味しさをPRします。
［放送予定］
４月～11月　第３・４月曜日

JA全農福島　presents　ふくラボ！企画ラジオ福島（RFC）・月～土曜日（12：00～）ラジオ福島（RFC）・月～土曜日（12：00～）

JA全農福島インフォメーション

JA農産物直売所「愛情館」や福島
牛焼肉「牛豊」を生電話で繋ぎ、旬
の農産物やイベント、お得情報を
紹介します。

ふくしまFM・毎月最終木曜日（17：36～）ふくしまFM・毎月最終木曜日（17：36～）

WEBサイト企画WEBサイト企画

若手職員がツイッターで福島県産
農畜産物を発信していきます。新
たな広報活動のスタートです。

若手職員によるＳＮＳ発信

福島放送（KFB）・月～金曜日福島放送（KFB）・月～金曜日 福島テレビ（FTV）・土曜日（12：00～14：00）福島テレビ（FTV）・土曜日（12：00～14：00）

人気コーナー「I LOVEキッチン」では、旬の農畜産物を月曜日か
ら金曜日まで、5人のシェフが日替わりで調理し、美味しいレシ
ピをお届けします。
[放送予定］年4回
　春：アスパラガス 夏：夏野菜
　秋：新米 冬：冬野菜

ゴジてれChu！
福島中央テレビ（FCT）・月～金曜日放送福島中央テレビ（FCT）・月～金曜日放送

テレビユー福島（TUF）・月～金曜日放送（10：54～11：20）テレビユー福島（TUF）・月～金曜日放送（10：54～11：20）

2021年度の広報の取り組み

SR活動

管理部 
営農支援部 
米穀部 
　会津広域連合集出荷施設「美米蔵」
　東京米穀駐在事務所
畜産部 
　中央家畜診療所
　ジェラートカザロ
　畜産販売課（富久山）
　福島牛焼肉　牛豊（朝日店）
　福島牛焼肉　牛豊（八山田店）
　東京畜産駐在事務所
園芸部 
　園芸種苗センター
　福島園芸センター
　福島PS
　郡山園芸センター
　郡山PS
　菌床しいたけイノベーションセンター
　会津園芸センター
　会津PS
　ＪＡ広域会津集出荷施設「会津野菜館」
　東京園芸事務所
　ＪＡ農産物直売所（愛情館）
肥料農薬部 
　肥料農薬推進室（福島）
　肥料農薬推進室（郡山）
　肥料農薬推進室（会津）
　農業技術センター
施設資材部 
　農業機械課（郡山駐在事務所）
　農業機械センター
　施設建築課（一級建築士事務所）
　資材課（福島駐在事務所）
　資材課（郡山駐在事務所）
　資材課（会津駐在事務所）
燃料部 
　クミアイガスセンター福島
　クミアイガスセンター会津

福島市飯坂町平野字三枚長１-１

福島市飯坂町平野字三枚長１-１

福島市飯坂町平野字三枚長１-１

大沼郡会津美里町字宮里９５

東京都大田区大森北１-１８-１８

郡山市田村町金屋字川久保２３

郡山市田村町金屋字川久保２３

郡山市朝日２丁目３－３４

郡山市富久山町久保田字古担５０

郡山市朝日２丁目３－３４

郡山市八山田西1-114

東京都大田区大森北１-１８-１８

福島市飯坂町平野字三枚長１-１

福島市荒井字地蔵原己２－１

福島市北矢野目字下成田１０

福島市北矢野目字下成田１０

郡山市日和田町高倉字杉下１－１

郡山市日和田町高倉字杉下１－１

郡山市日和田町字西中島４０－９

会津若松市高野町吉田２９３

会津若松市高野町吉田２９３

会津若松市高野町吉田２９３

東京都大田区大森北１-１８-１８

郡山市朝日２丁目３－３５

福島市飯坂町平野字三枚長１-１

福島市飯坂町平野字三枚長１-１

郡山市田村町金屋字川久保２３

会津若松市高野町大字中沼字東坂才甲５９４

福島県郡山市田村町金屋字下夕川原７６-１

福島市飯坂町平野字三枚長１-１

郡山市田村町金屋字下夕川原７６－１

郡山市田村町金屋字下夕川原７６－１

福島市飯坂町平野字三枚長１-１

福島市飯坂町平野字三枚長１-1

郡山市日和田町高倉字杉下１-１

会津若松市高野町大字中沼字東坂才甲５９４

福島市飯坂町平野字三枚長１-１

福島市飯坂町平野字三枚長１-１

会津若松市高野町大字中沼字東坂才甲５９４

024-554-3201

024-554-3339

024-554-3263

0242-23-4190

03-6404-9371

024-983-0512

024-983-0513

－

024-956-2983

024-934-4129

024-934-1129

03-6404-9371

024-554-3291

024-593-1126

024-554-6285

024-554-6277

024-968-1231

024-968-2770

024-983-7530

0242-23-8031

0242-23-8031

0242-23-8031

03-6404-9372

024-953-5311

024-554-3301

024-554-3332

024-983-0523

0242-25-0820

024-942-2400

024-554-3297

024-941-1710

024-944-2719

024-554-3320

024-554-3157

024-973-5513

0242-25-2222

024-554-3315

024-554-3334

0242-33-9245

名　　　称 電話番号所　在　地

田んぼの生き物調査 全農杯チビリンピック8人制サッカー大会
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JA全農福島

〒960-0296 福島市飯坂町平野字三枚長1-1
代　表　TEL 024-554-3201
E-mail somu＠fs.zennoh.or.jp
URL http://www.fs.zennoh.or.jp
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もっと近くに。


