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福島県の最南端のまち・矢祭町



福島県最南端に位置する矢祭町。
少しずつ元の日常を取り戻しつつあるが、また苦難を強いられることもあるだろう。
検証と挑戦を繰り返しながら、強くなっていく。
1年に1度発行の「矢祭時間」は第7号となった。矢祭町の農業法人の活動を紹介する。

やまつりまち

いま一度
　 見つめなおす



矢祭町内川の圃場でも無人田植えロボによる田植えを行った。
のどかな新緑の中、無人の田植えロボが進んでいく。
これからの農業はこんな風景になっていくと感じさせた。

2021年5月18日に(有)で
んぱたの田んぼにて、無人
田植えロボによる田植えが披露さ
れた。人が乗っていないロボット田
植え機が、水の張られた田んぼを
スピーディーに進み田植えをしてい
く。数年前の人気ドラマ「下町ロケット」
で描かれていた事が、目の前に現れたかたち
だ。GPSを使い、衛星からの位置情報を得ながら、
機体の前後左右に合わせて8個付いている超音波ソナーが
障害物を感知する。その精度は、ずれても5㎝ほどと非常に
高い。スタートすると田植えロボは迷いなく進み、8条を一気
に植えていく。ハンドルが自在に小刻みに切られ、ロボが自
分で調整しているのがわかる。田植え後の苗の列は整然とし
て美しく、ベテランの農家さんが運転して行ったようだ。田植
えロボは事前に田んぼの外周を周り、田んぼの広さや形な
ど、マップ情報をタブレットに登録しておく。いざ田植えの時
は、田んぼのスタート地点にロボを置き、田んぼの外からリ
モコンを押すだけだ。事前登録のマッピングのおかげで、無
駄なく適切な間隔で植えられていく。見事なのは、植えつけ
の最後だ。 自動で最適な植付条数を判断し、隙間が出来たり重なって植

えつけたりしない。また、田植えと同時に肥料の散布もできる。
運転席後方のタンクに肥料を入れておけば、植えつけながら
適切な量を落としていく。クボタの専用ソフトを使うと、圃場
を最大400枚登録することができ、いつどれ位の量の肥料を
散布したかを保存し管理することができる。苗の補充にはど
うしても人の手が必要になるが、田植え自体はロボを使えば
作業時間はかなり短縮され労働も軽くてすむ。正確で無駄の
ない田植えで効率は格段に良くなる。初心者や女性でも操
作ができるので、農作業に関わる人が増えるきっかけになる
だろう。無人田植えロボの田植えの披露会に集まった見学者も興味深く見守った

無人田植えロボが田植えした後を、確認する人たちがついていく

無人田植えロボはクボタ製の最新式。田植えの披露には、クボタの新人さん
も苗を運ぶお手伝い

備え付けのタブレットを立ち上げて、事
前に登録してある圃場のマッピング情報
からスタート地点を確認する

54

リモコンの開始ボタン
を押すだけで人が乗っ
ていない状態でも田植
えがはじまる

超音波ソナーは前後左右に各2個、
全部で8個付いていて障害物などを
感知することができる。
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農業法人甚右衛門では、現在農作業に携わっている男女の構成が半々
で、バランスよく作業を割り振っている。今回は女性スタッフの方々
に話を聞かせたもらった。夏はミニトマトの生産が主体の甚右衛門
だが、この数年でアジアン野菜の生産も増えてきた。秋の終わり、
スタッフの菊池キクエさんと豊田正子さんが収穫していたのは、オー
タムポエム。暑さに強い品種と寒さに強い品種を交配させたアスパ
ラ菜の一種で、その名のとおり秋に収穫する。ほんの少しの苦みが
あり炒め物に向いている。この日は快適な日だったが、真夏はハウ
ス内が 40℃以上になる日もある。そんな日はこまめに休憩をとりな
がら作業をする。体に堪える作業もあるが、育てた野菜を収穫する
時は一番喜びを感じると言う。甚右衛門で収穫する野菜のおすすめ
料理を聞いてみたところ、トマトのアイコをカレーに入れると言う。
アイコはたて長のミニトマトで、これを湯剥きしてヘタを取り、丸
ごと入れて他の具材と一緒に煮込むと甘味が出て美味しいそうだ。
　

エデ
ィと

申します

      男
は黙って、背中で語

る

スタッフの高信一絵さんが水洗いしているのは、タイ料理に欠かせ
ない香菜のパクチー。取引先である東京のタイ料理総菜チェーン店
『チャンロイ』に主に納めていて、ハウスで一年を通して栽培してい
る。出荷の日は、朝に収穫し全体をよく水洗いし、根っこまでしっ
かりと土を落とす。パクチーは主に茎葉を使う料理が多いが、タ
イ料理では根もスープの出汁になるので、つけたまま出荷する。
一絵さんは冬の寒い朝でも手の感覚を大事にしたいので、ゴム手袋
をつけずに素手で水洗いをする。大変な作業もあるが、皆と一緒に
なってやっていくのが楽しいと話してくれた。
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炒め物に向いてますよ

オータムポエムは

毎
日

働け
るの

が嬉しいね

パクチーを束にして流水ですすぎます

土や傷んだ部分を取り除きます

再度、流水ですすぎながら汚れをチェック

最後にブンブン
　振ってよく水を
　　　切ります

パクチー

葉ねぎ

スティック　
　　セニョール

オータムポエム

ひょうたん

有限会社  甚右衛門
代表  高信 甚一郎
福島県東白川郡矢祭町東舘字田川 1-1
TEL 0247-46-2234　FAX 0247-46-2240
Mail   jin1@lime.plala.or.jp
URL   jinemon831.wix.com/jinemon
https://ja-jp.facebook.com/jinemon831
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2018年から矢祭町と相互交流を続けている

横浜総合高校。2021年はコロナウィルス感

染予防のため、田植え体験や稲刈り体験を控

えた。農産物販売などの活動も難しい中、横浜

市の協力により横浜総合高校にて、矢祭米コ

シヒカリを学生に配布する機会が得られた。

矢祭米300ｇ（2合分）を手にした笑顔の学生た

ちの姿が見られた。

食育コーディネーターの長島由佳

先生による矢祭米を使ったレシピ

が一緒に配られた。

【基本の材料】
米・・・・２合
水・・・・２カップ（400cc)
塩・・・・小さじ１
酒・・・・小さじ２
醤油・・小さじ２(具材によりお好みで)
酢・・・・小さじ1/2(腐敗防止効果)

【つくり方】
①研いだ米、水、調味料を炊飯器にセット
②好みの具材（きのこ、大豆、コーン、油揚げ、
　鶏肉などを①の上にのせ、スイッチオン
③炊きあがったら、混ぜ合わせて出来上がり♪

【つくり方】
①『炊き込みごはん』の基本の材料の米を
　研ぎ、水と調味料を入れる
②炊き込みピラフの具材を乗せる。
③炊飯器で炊きあげた後、混ぜ合わせて
　出来上がり！

【炊き込みごはん基本の材料にプラス】
きのこ類・・・・・・・・1/2パックほぐす
鶏肉こま切れ・・・・100g 塩こしょうする
またはベーコン・・3枚 小角切り
トマト・・・・・・・・・・1/2個 みじん切り
バター・・・・・・・・・・小さじ2～3
こしょう・・・・・・・・・少々 【つくり方】

①炊飯器に研いだ米と水、塩、酢を
　入れて炊く
②炊きあがったごはんに、青のりと
　白いりごまを混ぜ合わせる
③少し冷ました②を6等分し、唐揚げ
　の頭が出るように三角おにぎり
　にする

【材料】
米・・・・・・・・・２合
水・・・・・・・・・２カップ（400cc)
塩・・・・・・・・・小さじ1/2
酢・・・・・・・・・小さじ1/2
青のり・・・・・・小さじ1
白すりごま・・小さじ2
唐揚げ・・・・・6個

今年もやって来ました

腕を伸ばせば届きます

南高梅、白加賀が今年も
たくさん採れました♪

はるばる横浜から

8 9

こんな時でも、こんな時だから、

　　将来の自分のために＜ごはん＞を食べよう！

横浜にあるK2インターナショナルグループは、不登校・ひきこも
り・発達課題など、生きづらさを抱える若者達の自立就労を支援
している。2020年に引き続き2021年もコロナの影響で、夏のブ
ルーベリー収穫体験などは中止とし、6月にスタッフのみで感染
対策をしながら、矢祭町のでんぱた梅園にて梅収穫を行った。

K2インターナショナルグループ

june 2021
梅の実収穫体験

炊き込みごはん
炊き込みピラフ

唐揚げおにぎり
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うすい百貨店にて
矢祭町のブルーベリーを使った
パン、ジャム、甘酒、羊羹を

販売しました！！
矢祭町のブルーベリーを使用
した商品を集め、2021 年 8 月
下旬、郡山うすい百貨店の地
下食品特設コーナーにて 3 日
間限定販売した。並んだのは
パンが2種類と甘酒、羊羹、ジャ
ム。これら全ての商品はでん
ぱたのブルーベリーが使われ
ており、ブルーベリーコラボ
レーション商品として販売し
た。でんぱたのブルーベリー
園は 2010 年冬、耕作放棄地
だった場所を開墾し、ブルー
ベリー 3 品種、600 本の植樹
から始まった。ブルーベリー
は毎年 5 月に白い鈴のような
花をつけ 7 月の約 1ヶ月が収
穫時期。緑色の実が、青から
紫へと熟したものを一粒づつ
手摘みし、1 日追熟させてから
冷凍保存している。酸味の強
い品種なので、加工品に適し
ている。

でんぱたのブルーベリーは、
2021 年 6 月に FGAP 認証を取
得した。FGAP とは、農林水
産省の「農業生産工程管理
（GAP) の共通基盤に関するガ
イドライン」に従い、福島県
独自の放射性物質対策をクリ
アした生産者を福島県が認証
する制度。 Shiro Cafe  塙町 ブルーベリーパン

シロカフェ

ブルーベリー・コラボレーション商品

Lutin   茨城県大子町 ブルーベリーカンパーニュ
リュタン

矢澤酒造店   矢祭町 ブルーベリー甘酒こんるり

株式会社 矢澤酒造店
福島県東白川郡矢祭町戸塚 41
TEL 0247-46-3101
営業時間 8:30 ～ 17:00
定休日 日・祝
web shop  https://shop.yazawashuzo.co.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/yazawashuzo/

東京・ホテルリステル新宿にて
矢祭物産市を開催

米・野菜・加工品・鉢花など
販売しました！！

矢祭物産市を開催

《矢祭の注目商品》

新宿御苑からほど近いホテルリステル新宿にて 2021 年 11 月、矢祭町の物
産市を 2 日間開催した。1 年前も開催しており今回で 2 度目。ちょうど地域
のお祭りと日が重なったこともあり、地元のお客さんが多数訪れて野菜や漬
物など購入していただいた。

BY2020
受賞酒 純米大吟醸 白孔雀

2021 年 11 月、国際的日本酒コンテストの
【インターナショナル・サケ・チャレンジ】
純米大吟醸の部で日本一となるトロフィー賞
を受賞した。華やかな香り（吟醸香）と米
の本来もつ旨味、それらをバランスよく楽
しめるお酒。

720ml￥6,000 ( 税込 )
有限会社 でんぱた
福島県東白川郡矢祭町蔵屋敷 12-1
TEL 0247-46-2571
営業時間 8:00 ～ 17:00
定休日 土・日・祝
web shop  https://shop.denpata.com/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/denpata/

ブルーベリー羊羹
白いんげん豆で作った白餡にブルーベ
リーペーストを加えて練り上げた羊羹。
美しい紫色を楽しみながら甘酸っぱさが
際立つ美味しさ。

400g￥1,200( 税込 )





蟹と帆立と烏賊のごはん

鯛と桜花の塩漬け、山椒の実
ごはん

雲丹と切り昆布のごはん
「農業をやっています。」と言っても、今は
色々な携わり方があって田んぼや畑に出て作
物を育てる人もいれば、収穫された作物を日
本だけでなく世界に向けてどうやって売って
いくかを考える人もいる。お客さまのニーズ
や季節に合わせて、きめ細やかに対応し届け
る人もいる。今回は【矢祭米コシヒカリ】に
まつわる立場や仕事内容の違う3人の女性から
話を聞いた。

矢祭町の農業法人(有)でんぱたは2021年度復興庁よりハンズオン
事業の補助を受け、外部からのアドバイザーを迎えた。目的は安
全な農場運営の世界的基準、GLOBALG.A.P.を取得した矢祭米コ
シヒカリを海外に向けてアピールすること。矢祭米を使った商品
開発をし、その販路開拓することだ。コロナ禍の中、リモート会
議や試作現場などの感染対策を十分とりながら、試食会などを重
ね、矢祭米コシヒカリを使った炊き込みごはん3種を開発中。
冷凍食品としてシンガポールやドバイ、インドネシアをターゲッ
トに含め、国内でも販売していく計画だ。

海外輸出向けの矢祭米コシヒカリを使った炊き込みごはん

福島県東白川郡矢祭町東舘字蔵屋敷 12-1
TEL 0247-46-2571　FAX 0247-34-1425
Mail agri-net@denpata.com    
URL http://www.denpata.com
https://ja-jp.facebook.com/denpata

農業法人・有限会社 でんぱた
代表 鈴木正美

社会人になってからカナダで2年アメリカで6年過ごしました
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矢祭町
地域おこし協力隊
近藤秋子さん

※ムスリムフレンドリーとは、できる範囲でイスラム教徒に対する配慮のある製品や施設や
　サービスを提供することや商品を意味します。※ムスリムとはイスラム教徒
　　　のことで、1日5回の礼拝や食事制限などがあります。口にしては
　　　　いけないものの代表に、豚肉やアルコール類などがあります。

有限会社でんぱた
高澤知佐さん

地域おこし協力隊として矢祭町に移り住

んで1年目、矢祭町の農業にも関わりたい

なと2021年5月に農業法人でんぱたの無人田

植えロボを使った田植えに参加しました。祖

父の家は福島県石川町で田んぼがありましたが、

手伝ったことはなかったです。人生で初めての

田植えが無人田植ロボでの田植えとなりました。

事前に約3時間の講習と、1日かけてロボを使った

実演操作を受けて、いざ本番へ。テレビのリモコン

を押すような操作で田植えが始まり、問題なく終える

ことが出来ました。事前のデータ入力(GPSを使ったマ

ッピング入力)が必要ですが、一度入力が済めば次の年

からは不要だそうです。実際の田植えでは、苗の補充など

人がやらないといけない部分はありましたが、何よりも

安全で実用的だと思いました。この前までは、田植え機

の仕組みや田んぼの大きさを表す単位（一反、一町歩

など）も知らない自分でも、田植えが出来ました。

矢祭町に来て感じたことの一つが、農業に携わる女

性が多いこと。30代のママさん世代も多い。女性

のアイデアは面白いので、もっと意見を出して

いったら良いのに。矢祭町は外から来た人が入

りやすい町なので、農業をやりたいと思って

る人が地域の人と関われる仕組みがあった

らもっと良いと思います。

でんぱたには、2021年の田植えの時期に入りました。人生で初

めて見た田植えが、無人田植え機によるものでした。田植えと

いえば映画「となりのトトロ」でも出てくる手植えでの田植えの

イメージがあったので、無人田植え機の人が乗っていないのに、ス

ピーディーに進む田植えに驚きました。普段は、でんぱたでは事務や

発送業務などを担当。インターネットでの販路拡大にも力を入れてい

ます。「矢祭米10kgセット」とともに人気なのが「矢祭米と米たまごと

野菜セット」です。セットする野菜はその時の旬のものを何種類か仕入れ

ています。夏ならトマト、茄子、きゅうり。冬なら大根、水菜など。ス

ーパーに行けば一年を通して並ぶ野菜が多いので気が付きませんで

したが、ここに来てから季節の旬のものがわかってきました。ま

た、矢祭町は小規模農家さんが多いので、誰が作っている野菜

だとわかって身近に感じます。旬のものを食べると体に良

いと言われているので、旬の野菜を使ったメニューを

考えるのも楽しいです。6月には梅収穫で得た10㎏

の梅を、梅酒や梅シロップなどに初めて仕込

みました。仕上がりが楽しみです。

株式会社リンクパートナー　代表取締役　仲嶺友芽さん

（株）リンクパートナーでは、横浜から世界、特にアジアに向けて輸出入、海外プロモー

ションなどを手掛け、国内では活魚コンサルティングも行っています。自ら魚河岸に出向

いて早朝から仕入れをする事もあります。状態の良いものを直接見聞きし、お客様にあっ

た商品を選ぶことを心掛けています。海外の場合、現地の需要にあったものを選ぶ必要が

あるため現地の規制等も考えながら商品を選定することが多いです。魚河岸に限りません

が、生産者や事業者の熱意を伝えるために商品の歴史やストーリーを一緒に集め、一緒に

力を注いでくれる生産者や事業者の商品に目が止まります。また市場に出ていない素晴ら

しい商品も多いため、掘り出して世に広めていきたいという気持ちをもって取り組んでい

ます。取引のあるドバイ、インドネシアの富裕層には、基本的にはハラル商品が望ましい

ですが、日本の食材や商品で、ハラル認証を取得しているものは極端に少ないです。ハラ

ル認証でなくとも、ムスリムフレンドリーをうたえる商品は売り出しやすいと思います。

規制の関係もありますがまだまだプレイヤーが少ないので、ムスリム商圏に対しての

需要は大きいという印象を持ってます。でんぱたさんとは、ハンズオン事業をき

っかけに長期的にPRや施策を一緒に固めていきたいと考えています。海外で

協力したいという飲食店は少なくないため、矢祭米の魅力を伝えて

コロナが落ち着いた後は是非海外のバイヤーを招聘し矢祭町の魅力

を直に感じてほしいと思います。

前職は首都圏

鉄道会社の駅員で
した

年度 復興庁ハンズオン事業2021

でんぱたが販売している矢祭米コシヒカリ5kg

農業に関わる


