
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

～ 置賜産の農産物に関する“旬”の情報をお届けします ～ 

第  １０  号 

平成２４年５月２１日発行 

おきたま食の応援団事務局 
（置賜総合支庁農業振興課） 

置賜地方には、歴史にまつわる伝統野菜や身近な山々から採取される山菜を食
材とした独特の食文化が今も息づいています。シーズンには直売所をはじめ、ス
ーパーマーケットの直売コーナー等にも、山採りの新鮮な山菜が並びます。 

一方で、原発事故に由来する放射性物質について、こうした山採りの山菜につ
いても不安感をもつ消費者が少なくありません。このため、山形県では、山菜の
放射性物質検査を独自に行っております。今シーズンに実施した検査ではすべて
不検出（別表参照）となっており、安全性が確認されています。 

検査結果は山形県のホームページで随時更新されていますのでご覧ください。

【ぎょうじゃにんにく】 

北海道では「アイヌネギ」ともよばれる、ニンニクに近い強い風味をもつ山菜です。市場では株
元が鮮やかな赤となる系統に人気があります。栽培技術はほぼ確立されていますが、優良系統の確
保がむずかしいことと増殖まで５年以上の期間がかかるため、栽培での生産量はまだわずかです。
酢味噌和えやおひたしといった伝統的な食べ方のほかに、焼肉と一緒に焼いて食べるなど、根強

い人気がある山菜です。 

【こしあぶら】 

笹野一刀彫にも使われるこしあぶらの若芽は、置賜を代表する山菜です。山菜通の間では、山菜の王様たら
の芽を超える評価を得ている山菜で、天ぷらやおひたしによく合います。 
芽吹きの姿が特徴的で採取しやすく、食味が抜群な山菜ですが、人工的な増殖が難しいため、山採り山菜の

代表選手となっています。 

【わらび】 

山菜の中ではもっともメジャーなものの一つ。置賜では、山採りの他、伐採地や山の畑地を利用して盛んに
栽培も行われており、置賜は県内で最大の産地となっています。 
わらび園は、造成まで数年間を要し、その間の手間や根株の調達がネックとなっていましたが、近年、県の

研究機関でわらびのポット苗を活用した早期成園化技術の目処がたちつつあり、耕作放棄地等への作付けに期
待が高まっています。 

 

・山菜の放射性物質検査は、県内を８ブロック

に区分し、４地域ごとに、検査品目を代表する

市町村からシーズン始めに採取された出荷前

の山菜を対象とする。 

・採取した品目から順次検査を行う。 

・採取量の多い品目を中心に、主な産地から採

取する。 

《検査対象品目：ふきのとう、たらの芽、うど、

こごみ、ぜんまい、たけのこ、わらび、みず、

ふき、ねまがりだけ 等》 

・検査結果が基準値を超過した場合、検査品目

について、当該市町村からの出荷自粛を要請す

るとともに、同一ブロック内の市町村の詳細調

査を行う。 

山の恵み 春の息吹 山菜シーズン真っ盛り ～おきたま旬の食材情報～ 

別表　検査結果

セシウム134 セシウム137

4月25日 たらの芽 （自生） 庄内地域 （酒田市）
不検出
（＜7.1）

不検出
（＜6.6）

不検出
（＜7.5）

4月24日 こごみ （自生） 庄内地域 （鶴岡市）
不検出
（＜5.2）

不検出
（＜5.3）

不検出
（＜5.5）

4月26日 こごみ （自生） 村山地域 （大江町）
不検出
（＜5.1）

不検出
（＜6.5）

不検出
（＜6.2）

4月26日
たけのこ
（孟宗）

（自生） 庄内地域 （鶴岡市）
不検出
（＜4.2）

不検出
（＜5.3）

不検出
（＜5.9）

4月26日 み ず （自生） 庄内地域 （鶴岡市）
不検出
(＜6.5）

不検出
（＜5.6）

不検出
（＜6.8）

5月1日 たらの芽 （自生） 村山地域 （山形市）
不検出
（＜5.4）

不検出
（＜6.5）

不検出
（＜6.3）

5月1日 こごみ （自生） 置賜地域 （白鷹町）
不検出
（＜5.1）

不検出
（＜6.6）

不検出
（＜5.8）

5月2日 わらび （自生） 村山地域 （朝日町）
不検出
（＜4.5）

不検出
（＜7.0）

不検出
（＜6.6）

5月7日 わらび （自生） 庄内地域 （鶴岡市）
不検出
（＜5.3）

不検出
（＜5.7）

不検出
（＜6.1）

6月7日 う　ど （自生） 庄内地域 （鶴岡市）
不検出
（＜5.6）

不検出
（＜6.4）

不検出
（＜5.6）

5月8日 わらび （自生） 置賜地域 （小国町）
不検出
（＜5.1）

不検出
（＜6.5）

不検出
（＜5.3）

5月8日 う　ど （自生） 置賜地域 （小国町）
不検出
（＜5.3）

不検出
（＜6.1）

不検出
（＜5.4）

5月10日 たらの芽 （自生） 置賜地域 （米沢市）
不検出
（＜6.1）

不検出
（＜6.0）

不検出
（＜6.0）

食品中の放射性物質の基準値　100ベクレル／kg
１ 検査機関：山形県理化学分析センター
２ 検査結果の（ ）内は、検出下限値
注）「不検出」とは、放射性物質が検出下限値未満であることを示します。

採取日
検査結果（単位：ベクレル／kg）

放射性セシウム放射性
ヨウ素

採取地域品目

裏面に続きます

 

【山菜の放射性物質検査】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 米沢市           

第３２回米沢牛肉まつり 
米沢牛を参加者の皆様で楽しく食し

て、牛肉の消費拡大と「米沢牛」の銘
柄高揚、米沢牛生産の発展を願って開
催します。 
日時／６月９日(土)  

１７：００～１９：００ 
場所／松川河川敷公園(市立病院東側) 
問い合わせ／米沢市農業まつり実行
委員会・米沢市農林課 
       TEL 0238-22-5111 

おしょうしな朝市 さくらんぼの市
置賜総合支庁玄関前で定期開催して
いる朝市。今年も６月から始めます。 
日時／６月２３日(土)  

６：３０～７：３０ 
場所／置賜総合支庁正面玄関前 
問い合わせ／山形県置賜総合支庁農
業技術普及課 TEL 0238-57-3411 
 

 長井市           

長井黒べこまつり 
チャンピオン牛を輩出している長井

の米沢牛を焼肉で堪能できます。 
日時／６月１６日(土) １２：００～ 
場所／あやめ公園高台ふれあい広場 
問い合わせ／長井市農林課 
       TEL 0238-87-0831 

６月 食関連イベント情報  

県アンテナショップトライアル販売募集 
山形県内の事業者から募集した県産品を、県アン

テナショップ「おいしい山形プラザ」で３ヶ月間販
売し、そこで得られた情報を事業者にフィードバッ
クすることにより、県内企業の売れる商品づくりを
支援します。 
（第２期） 
トライアル販売／平成２４年１０月～１２月 
販売場所／東京・銀座 山形県アンテナショップ 

「おいしい山形プラザ」 
募集期間／７月２日(月) ～ ７月３１日(火) 
問い合わせ／山形県 商業・まちづくり振興課 

TEL 023-630-2190 

国産野菜の契約取引マッチングフェアin仙台

加工・業務用をはじめとする国産野菜の契約取引
を推進するため、生産者と実需者との交流会が開催
されます。(出展料無料) 
日時／平成２４年１０月３１日（水） 
   １１：００ ～ １６：３０ 
場所／仙台卸商センター 産業見本市会館サンフェスタ

（宮城県仙台市若林区卸町２－１５－２） 
募集期間／４月２５日(水)～６月２９日(金) 
問い合わせ／(独)農畜産業振興機構 野菜業務部 
直接契約課  TEL 03-3583-9817 

平成２４年度農林水産業創意工夫プロジェク
ト支援事業２次募集開始中 ～６月２９日(金)

まで 

その他の山形県における放射性物質検査等の状況について

◎ 県産農畜産物等の放射性物質検査について 

山形県では、県産農畜産物等を対象に放射性物質の検査を行
っております。  

平成２４年５月１０日現在、全ての検査対象について厚生労
働省が定めた基準値を下回っており、県産農畜産物等の安全性
が確認されております。 

◎ 農用地土壌の放射性物質調査について 

平成２３年秋より、農林水産省の協力を得て進めてきた農用
地土壌の放射性物質調査について、県内すべての調査地点（水
田３７地点、畑・樹園地２６地点、計６３地点）で放射性セシ
ウムの濃度は最も低いレベルでした。詳細については、右記農
林水産省のホームページをご覧ください。 

◎ 薪、木炭等の燃焼により生ずる灰の食品の加工及び
調理への利用自粛について 

 最近は、県産牛肉について放射性物質の不検出が続いてお
り、その他の農産物についてもほぼ不検出の状況となっていま
す。一方、県内の薪からは、若干の放射性セシウムが検出され
る事例があり、薪から灰になる際に放射性セシウムが濃縮（林
野庁の試算では182 倍）されるため、県内産の灰を利用して
製造した食品から放射性物質が検出されるおそれが十分考え
られます。 
 このため、木灰を利用したアク抜き処理等により、基準値を
超える放射性物質が食品に移行する可能性があり、ひいては県
産食品全体に対する風評被害が懸念されます。 

このため、県では、本県を含む１７都県の薪や木炭から生じ
た灰の食品への利用の自粛を引き続きお願いしています。 

 

あやめにぎわい市 
あやめの花と黒獅子舞を楽しみなが

ら、出店では長井の味が満喫できます。
日時／６月３０日(土)～７月１日(日)
場所／あやめ公園 
問合せ／長井市農林課TEL0238-87-0831

 南陽市          

地場産給食デー (おかひじき給食)
市内全ての小中学校、公私立の保育
園、幼稚園、児童館施設の給食で地
場産農産物を可能な限り利用した献
立を提供する取組みです。 
日時／６月２１日(木) 給食時間 
問合せ／南陽市農林課TEL0238-40-3411

さくらんぼまつり 
さくらんぼ品評会の他、地元農産物
の販売、各種イベントを開催します。
日時／６月２３日(土)  
場所／ＪＡ南陽愛菜館前広場 
問合せ／南陽市農林課TEL0238-40-3411

 小国町         

玉川がっこう倶楽部 山菜まつり
廃校施設を会場に、とれたて山菜、

肉厚しいたけ等の直売や、わらび汁、
オリジナルメニューの山菜焼きそば
等を販売します。 
日時／６月３日(日)  ９：００～ 
場所／小国町玉川337旧玉川小中学校
問い合わせ／玉川がっこう倶楽部 

    TEL 0238-64-2320

＜ 参照 ＞ 平成２４年３月２３日付農林水産省プレスリリース

「農地土壌の放射性物質濃度分布図」の作成について

http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/120323.htm

山形県からのお知らせ 

◎会員及び協賛店の募集をしています。 
《おきたま食の応援団事務局》 
置賜総合支庁 農業振興課 生産流通担当
電話(0238)26-6051 FAX（0238）21-6941
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