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＜県梨組合連合会＞
８月１５日から２１日にかけ、東京駅構
内で梨の試食販売、レストラン等への梨提
供を行いました。
のべ１万人近い人に茨城の梨を食べてい
ただき、
「甘くておいしい」「私も茨城の○
○出身なんですよ」と好評でした。宅配便
による注文も数多くよせられました。
３３軒のレストラン等からは、梨を使っ
たオリジナルメニューを考えていただき、
新たに３３の梨料理メニューができました。
今回は、初の試みとして、日替わりで産地から梨生産者、JA、行政担当者、のべ９８名の方々
に参加いただきました。ありがとうございました。

＜県くり生産者連絡協議会＞
９月１１日、１２日に東京都有楽町のふるさ
と情報プラザで行われた『とこよの國・いばら
きの秋の味覚

栗のお菓子展』に、県菓子工業

組合に協賛し生栗を提供しました。
会場では、この日新しく発売された「とこよ
の國

いばらき三ッ栗」
（原料は県内産）が好

評で、今後の販売拡大が期待されます。
また、9月下旬、のべ４日間にわたり、県農産
物販売推進東京本部と連携し、ジャスコ品川
シーサイド店ほか２店舗でマネキンを使った
消費宣伝、試食販売を実施しました。
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＜県かんしょ生産者連絡協議会＞
１０月１１日から１３日にかけ、JA茨城旭
村、JAひたちなか、JAかしまなだの皆さんの
参加をいただき、つくば市内クレオスクエアで
焼き芋の試食販売を行いました。
各産地は、地域特産のメロン、パプリカ等を
販売し、つくば市民に大いにPRできました。
また、前後の期間にはレストラン、菓子店へ
のかんしょ提供を行い、茨城のかんしょの持つ
魅力をＰＲしていただきました。

＜いばらきフードウェーブ２００８＞

１０月７日、東京都浜松町の都立産業貿易セ
ンターで開催されたフードウェーブに、梨組合
連合会、養液栽培研究会、地域特産果樹研究会、
かんしょ生産者連絡協議会が参加し、来場者に
試食品を提供し、ＰＲに努めました。
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いばらきエコ農産物の認証マークについて
○

茨城県では、平成２０年４月から、
①特別栽培などの環境にやさしい営農活動と農村における環境保全活動を地域ぐるみで一体
的に取り組む「エコ農業茨城」を全県的に推進しています。
②その取り組みを県内外にPRすることで本県農業・農村・農産物のイメージアップを図る
ことを基本方向として、「エコ農業茨城」を展開しています。

○

エコ農業茨城では、市町村と活動組織の間でエコ農業茨城への取り組みを申し合わせる協定
の締結などを要件に、エコ農業茨城の取り組み地区として県が認定しています。また、この「エ
コ農業茨城」取り組み地区に居住する生産者によって生産された特別栽培農産物を「いばら
きエコ農産物」として県が認証しています。

○

これにともない、これまでの特別栽培認証シール（以下「旧シール」という。
）が、「いばら
きエコ農産物」
、「特別栽培農産物」の新たな認証シール（以下「新シール」という。
）に変
わりました。

○

既に従来のシールを購入されている場合は、引き続き、なくなるまで使用することができます。

○

また、従来のシールをお持ちの方で新シール（エコ農産物および特別栽培農産物）を使用希
望の場合は、新シールと交換しますので、
（社）園芸いばらき振興協会までご連絡願います（協
会の新住所、新電話･FAX番号は裏表紙参照）。
※シール交換は、シート単位で、交換期限は平成２１年３月末日までとなります。
この場合の新シール代は、無料となりますが、発送に係る費用は生産者負担となりますので、
ご承知願います。

○ 「新シール」は順次青枠のあるものに変わります。
○

詳しくは、担当者 古澤までお問合せ願います。
【新たな認証シール】
○エコ地区認定を受けた地区に居住
【これまでの認証シール】

する生産者によって生産された

いばらきエコ農産物

○地区認定を受けていない地区に
居住する生産者によって生産された
特別栽培農産物
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園芸種苗センター紹介
園芸種苗センターは、茨城県の育苗施設を当協会が管理運営し、茨城県が育成した園芸品種の
種苗や野菜・花のセル成型苗を生産して県内産地に供給しています。
茨城県が育成した品種の種苗では、平成１９年度は赤ネギ「ひたち紅っこ」の種子、いちご「ひ
たち姫」の苗を生産・配布し、品種の普及や産地づくりを支援しています。
セル成型苗では、先端的施設装備で作物にあわせた環境制御を行って生産した良質の苗を「茨
城かがやきプラグ」の名称で提供しています。また、産地が取り組む新規作物導入などの研究活
動に必要なセル成型苗を要請にあわせて生産・提供し、産地改革を支援しています。
●所 在 地：水戸市上国井3118-2
●施設の概要
生産管理棟（６４２㎡）
育苗施設３連棟（１４４６㎡）
採種用施設２棟（１０２２㎡）
＜主な生産機器・施設装備＞
自動培地詰機・自動播種機・自動覆土機・発芽
養生施設（４室）
・移動ベンチ・走行潅水装置・
夜間冷房装置・ナトリウム光補光装置、等
●種苗生産供給実績（平成19年度）
＜茨城県育成品種＞
・赤ネギ「ひたち紅っこ」種子
12
・いちご「ひたち姫」苗
2,516本
＜茨城かがやきプラグ＞
品

目

トマト

出荷本数

うち接木苗本数

483,172

170,658

ナス

97,063

68,312

キュウリ

22,408

22,408

ピーマン

570,543

レタス

13,545

その他野菜

43,501

トルコギキョウ

193,775

アスター

154,358

パンジー・ビオラ

181,574

キンギョソウ
その他花き
合

768

64,931
129,819

計

1,954,689

262,146

赤ネギ受粉作業
通常はミツバチ
受粉ですが、補
助的に筆などで
受粉し、種子を
生産します。
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潅水作業
リモコン操作で
走行潅水装置に
より水や液肥を
施用します。

接木作業
近 年、 ト マ ト、
ナス、キュウリ
などの接木苗の
注文が増えてい
ます。

●種苗注文について
種苗の注文は、原則として各ＪＡを窓口として
所定用紙でお願いしています。
・
「茨城かがやきプラグ」の注文は、は種予定日
の１ヶ月前までに注文していただきます。
・赤ネギ「ひたち紅っこ」種子の注文受付は１月末
日まで、納品は２月末日までを予定しています。
お問い合せ先
園芸種苗センター
TEL 029-239-7600 ／ FAX 029-239-7600
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平成２０年度使用済農業用プラスチックの回収について
園芸リサイクルセンターでは、農村環境の保全、施設園芸の健全な発展のため農家から排出さ
れる農業用使用済み塩化ビニール（農ビ）及びポリエチレン等（農ポリ）の回収及び適正な処理、
再生品生産を行っています。今後も適正処理を推進してまいりますので皆様方のご支援、ご協力
お願いします。
平成２０年度の回収の要点を下記の一覧表にしました。農ポリについては、回収できる資材が
増えましたのでご確認ください。

＜

平成２０年度使用済プラスチック回収の要点

＞

◇農業用塩化ビニール（ハウス等被覆用）
〔荷造りにあたっての注意点〕
・よく乾燥させてできるだけ泥を落とし、作物の残さ、木片、金属片などの異物を取り除く。
・ヤケ等によりリサイクルできないビニールは除く。
●梱包ごとに登録番号等を
記入してください。

○○○○○○○○
一束ごとにヒモ端に登録番号
を記入してください。

つづら折りにする。
幅80 ～ 100cm、高さ25cm

重さ10kg程度とし、同じ材質の
ヒモを使い２カ所しばる。

◇農業用ポリエチレン等
項目

資

材

名

荷造り及び注意点等

・マルチフィルム
（シルバーマルチも回収可）

８の字巻きは幅 80 ～ 100cm 重さ 10kg 程度
巻き取りは直径 25cm 程度とし、ポリヒモでしばる
幅 30cm 高さ 25cm にポリヒモでしばる
又は、肥料袋に詰める

・畦畔板・果実下敷材

直径 25cm 程度に巻き取る

・灌水、散水チューブ

幅 80cm 高さ２５ｃｍにポリヒモでしばる

・水稲育苗箱・園芸用育苗トレイ

高さ 25cm にポリヒモでしばる

・園芸用ポット

肥料袋につめる

・肥料袋（編物も回収可）

半分に折ってポリヒモでしばる

・ポリコンテナ

重ねて容量を減らす

・ブルーシート
・フィルム用留め金
・園芸用連結ポット
・農薬容器

回収いたしません

可

・カンレイシャ
・遮光シート
・防虫・防風ネット

収

農ビに同じ（上記参照）

回

・ハウス被覆用ポリフィルム
（アルミ蒸着フィルムも回収可）

不
可

お問い合せ先
〒311-3137

社団法人

・不織布（パオパオ等）
・マイカー線
・作物誘引用ネット

園芸いばらき振興協会

東茨城郡茨城町網掛1154-1

又は、肥料袋に詰める

園芸リサイクルセンター

TEL029-293-6800

＊上記以外の品目の回収可否については、園芸リサイクルセンターへお問い合わせください。
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協

し
ま
転
した
移
を
所
務
会事

平成２０年１０月３０日に、協会事務所を水戸市上国井町に移転いたしました。
（社）茨城県穀物改良協会が入居している建物の２階東側（上記写真右側）に事務室、３階南側（３
階左側）に役員室があります。
県庁からは北に２０Ｋｍ弱、車で約３０分かかりますが、ご来訪をお待ちしております。
なお、園芸リサイクルセンターと園芸種苗センターは従来どおりです。

編集・発行

（社）園芸いばらき振興協会
〒311-4203 水戸市上国井町3340番地
TEL:029-222-8511 ／ FAX:029-222-8513

●園芸リサイクルセンター
〒311-3137 東茨城郡茨城町網掛1154番地１
TEL:029-293-6800
FAX:029-293-6860

6

●園芸種苗センター
〒311-4203 水戸市上国井町3118番地２
TEL:029-239-7600
FAX:029-239-7601

