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農産物直売所における放射性物質の

自主検査の意義と支援体制の構築
-福島県二本松市旧東和町を事例としてー

小松知未

(福島大学うつくしまふくしま未来支援センター)

Meaning of Inspection on Radioactive Residues and Establishment of a support system in 

Farmers' Markets(Tomomi KOMATSU) 

I 問題の背景と課題

2011年 3月，東京電力の福島第一原子力発電

所の事故により放射性物質が放出されたことを

うけ，原子力災害特別措置法に基づいて，厚生

労働省の指示に従い，都道府県が農林水産物に

係る緊急時環境放射線モニタリング検査を実施

している。

精密分析装置(ゲルマニウム半導体検出器)

による測定結果が基準値 100Bq/kg(2012年 4月

1日適用)を超えた場合，その品目に対し，地

域的な出荷制限・摂取制限が指示されている。

また，精密分析装置による検査だけでは検体数

が限られることから，厚生労働省「食品中の放

射性セシウムスクリーニング法 (2012年 3月 1

日改正)Jに基づいた簡易分析装置による自主検

査の実施が推奨されている。

福島県は「ふくしまの恵み安全・安心推進事

業 (2012 年度~2014 年度，予算規模 50 億円)J 

によって，地域協議会主体による産地ごとの自

主検査体制の整備を進めている。農産物直売所

への出荷品目の自主検査を実施する場合，協議

会を通じた申請が認められれば，検査機器の設

置と測定員の人件費に対する助成を受けること

が出来る。松本 [2Jは，事業者による自主行動

基準を「法律よりも高い水準のルールを適用 j

する場合と， i法令遵守Jを目的とする場合に大

別しているが，福島県事業は，法令遵守のため

の自主検査を支援対象としている。

農産物直売所は，地場産の農産物を主に取り

扱っていること，少量多品目を扱っていること，

農産物モニタリング検査の枠組みから外れる農

産物加工品を多く取り扱っていることなどから

(香月ほか[1 J) ，放射性物質の影響を受けた地

域を中心に，モニタリング検査だけでは農産物

の安全性を確認できないとの不安が広がってい

ると考えられる。

そこで本稿では，自主検査の実施が先行して

いる農産物直売所を対象とした実態調査を行い，

放射性物質の自主検査の特徴と安全管理体制上

の位置づけを明らかにすることを課題とする。

また，行政による支援が開始されていることを

踏まえ，自主検査の意義と今後の普及・支援体

制のあり方に関する考察を行う。

H 組織概要と原子力災害の影響

1 事例団体の活動概要

福島県二本松市・旧東和町は，阿武隈高地に

位置し，稲作・野菜・果樹・畜産等多様な農業

が展開する中山間地域である。

事例団体「ゅうきの里東和ふるさとづくり協

議会 (2005年 4月 NPO法人格取得)Jは， 2005 

年 12月に旧二本松市と旧安達町・|日岩代町・!日
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東和町が合併し，二本松市となることを契機に

設立された組織である。旧東和町は，中山間地

域の自然条件を活かした地域づくりに取り組ん

できた。しかし，都市部・平坦部・中山間と多

様な条件の市町村が合併すると，旧市町村単位

で，地域の特色を前面に出した振興策を行うこ

とが難しくなるのではないかという懸念が広が

った。そこで，有機農業生産者団体，特産振興

会，桑薬生産組合などが中心となり，地域振興

に取り組む組織体制の強化を目的に，複数の組

織を統合して事例団体を設立したのである(菅

野・長谷川[4])。

「道の駅ふくしま東和」に事務所・庖錦を構

え，中山間地域の里山の恵み，歴史・文化景観

を保全し地域資源循環型のふるさとづくりを推

進するため，多様な事業を実施している。

2011年度の会員数は 264名である。会員は販

売農家が中心であるが，自給的農家，地元企業

(菓子底など)も含まれている。地区内の販売

農家のうち約 3割が会員となっている。主な事

業は，①直売所運営，②自社製品製造販売，@

庖鋪出l苫(市街地大型庖舗インショップ，イベ

ント出底)，④農産物集荷販売(学校給食ほか)， 

⑤堆肥センター運営・有機農業推進，⑥新規参

入者受入支援，⑦生きがい文化事業(しめ飾り・

竹細工など)，③健康づくり事業(健康講演会・

健康相談会ほか)である。

事例団体は， 2009年から「里山再生プロジェ

クト J(5カ年計画)に取り組んで、いた。このプ

ロジェクトは，地域コミュニティーの再生，農

地の再生，山林の再生に取り組み，過疎が深化

している中山間地域の再生モデルを構築するこ

とを目標としたプロジェクトであった。

原子力災害が発生した 2011年は，プロジェク

ト開始から 3年目の折り返しにあたる年次で，

遊休農地の解消，新規参入者の受け入れなどに

よって，里山再生の成果がみえはじめていた矢

先の惨事であった。

2 原子力災害後の取り組み

事例団体の事務所は，東京電力の福島第一原

子力発電所の西側 45kmの距離に位置している。

2012年 9月 12日現在，事務所付近に設置され

た文部科学省モニタリングポストは，空間線量

率 0.607IJSv/hを示している。地区内には，国が

除染事業の対象とみなす 0.23IJSv/hを超える放

射線量を示すポイントが多数存在している。

原子力災害後の 2011年 5月，事例団体は，原

子力災害からの復興を目指し，前述の「里山再

生プロジェクトJを発展させた「里山再生・災

害復興プログラム」を開始している。その活動

は，①会員の損害賠償申請の支援活動，②会員

の農産物の安全確認活動，③会員の生産圏場調

査再生活動，④会員の農産物の販売拡大活動，

⑤会員と家族の健康を放射能から守る活動に要

約される。

3 原子力災害の影響

第 1表には，事例団体における底舗販売金額

と原子力災害の影響を示した。まず，原子力災

害の影響を受ける前年 (2010年)のデータから，

販売品目の特徴を確認する。庖舗販売のうち最

もシェアが大きいのは，会員が栽培・採取した

農産物で 38%となっている。会員による加工食

品(漬け物，干し柿など) 18%と合わせると，

56%が会員から集荷した食品である。

地元企業仕入(卵，総菜，菓子など) 10%， 

自社加工食品(特産物の桑の実・いちじく・り

んごのジャム，桑の葉茶など)は 9%で，庖舗

販売の 75%が地場産の食料品である。

2011年のI吉舗販売の状況をみると，来客数は

2010年対比 81%に減少している。事例団体は，

販売金額の減少を最小限に抑えるため，放射性

物質の影響がない 2010年産の自社加工食品・酒

類・工芸品の販売を強化するなどの対策を講じ

ていた。その結果，販売金額合計は前年対比

82%となっている。一方で，会員から集荷した

地場産の食料品の売上げは，農産物 69%，加工

品 68%とどちらも金額が落ち込んでおり，農産

物の域内流通への影響が大きかったことがわか

る。



第1表 事例団体における庖舗販売の動向

販売金額(万円) 2010年 2011年対

2010年 2011年 構(成%)比前(年%)比

会員会農員加産物工食・品山菜 2，580 1，773 38 69 
1. 248 847 18 68 

自社加工食品 607 550 9 91 
地元企業仕入食品 682 743 10 109 

酒類 48 307 1 640 
お土産・工芸 1，384 1，193 20 86 

肥料 270 192 4 71 
合計 6.818 5.606 100 82 

来客数(人) 79. 842 64. 795 81 
資料・実態調査結果 (2012年9月)より作成。

E 放射性物質の自主検査体制

1 検査体制の導入と外部支媛

事例団体は， 2011年 4月 14日に「生産者会

議Jを開催した。そこでは，会員から放射性物

質の影響を把握できないまま営農を継続するこ

とへの不安の声が相次いだ。事例団体では，①

出荷農産物に生産者個人名を添付するとともに，

②独自の栽培基準(土壌分析実施，地域循環型

堆肥「げんき堆肥」使用，減農薬，栽培履歴提

出，葉物野菜は硝酸性イオン残留物測定)を満

たす農産物には「東和げんき野菜シール」を添

付し，地場産農産物のブランド化に取り組んで

きた。食品の安全性を高める取り組みを続ける

ためには，放射性物質対策が必要不可欠である

との意見が提示された。

事務局は，放射性物質対策を重点化し，でき

る限り早く農産物の検査体制を整えるので，会

員には営農を継続してもらいたいと伝えた。そ

の方針を具体化し， 2011年 5月に「里山再生・

災害復興プログラムj を立ち上げ， 6月から会

員農地の空間線量率の測定を開始した。

食品の検査は， 2011年 8月に開始している。

庖舗内の給湯室を食品検査室に改装し，民間企

業から供与された検査機器を設置した。最も早

く設置されたのは， ドイツ・ベクトール社製

LB200である。 2011年 11月と 12月には，簡易

分析装置 (NaI(Tl)シンチレーション検出器)2 
台を設置している注 1)。

事例団体は，自主検査実施にあたり複数の組

織から継続的な支援を受けている。第 2表には
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外部支援の概要を示した。支援団体の一つは，

放射能防護のために設立されたネットワーク組

織「市民放射能測定所Jである。中核である rc
RMS市民放射能測定所福島 (2011年 7月 19

日設立， 2012年 7月 NPO法人格取得)Jは，①

準備段階での運用指針に関する助言，②運営責

任者・測定員に対する専門教育，③検査結果の

ウェブページでの公表を担当している。加えて

研究者・大学(日本有機農業学会，新潟大学，

福島大学うつくしまふくしま未来支援センター

ほか)が，食品測定の技術情報提供，検査結果

データの整理と分析を行っている。

第2表 事例団体の放射性物質検査に対する支援
'事例 ネットPサ 研究者
団体 組織 ・大学

運用方針への助言 | ・ 0共通方式 O相談対応

Z 責任者への専門教育| 。質問対応 O解説

検体採取方針の決定|・0相談対応 O相談対応

測 測定員へ技術指導 i・。講習会 O質問対応

定 検体処理指導 !・
会員へ結果解説 1 ・0会合出席 O会合出席

情報公開 l ・・Web公開

データ分析 | ・0他と比較 O専門別
資料 実態調査結果 (2012年9月)より作成。
注:1) .日常的に対応.@1~2 ヶ月単位で定期的に

対応.0年数回対応を示す。
2)わトトタ組織は『市民放射能測定所J，大学は新

潟大学・福島大学等の複数の大学である。

結
果

2 簡易分析装置の運用方法

事例団体は，①会員の農産物・加工品の出荷

前検査，②会員・非会員の自家消費用の農産物

測定(栽培・採取)，③自社製品加工原料の確認

(桑の葉など)，④会員への情報提供(玄米・精

米・ごはんの測定結果の比較など)に放射性物

質の検査機器を利用している。

第 1図には，会員の出荷前検査の流れをまと

めた。会員は，作物・作型ごとに 1品目 1検体

の検査サンプルを採取する。検体は，会員が洗

浄，可食部以外の除去，破砕の下処理を済ませ

てから，直売所併設測定室に持ち込まれる。検

体採取・処理方法については，生産者会議 (2011

年は例年より 2回多く 8回開催)などを通じて

会員に周知されている。

直売所では，職員 2名が交替で測定業務にあ

たっている。測定結果表は庖頭のファイルに納
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め，消費者が手にとって確認できるようにして

いる。また，検査結果の数値は「市民放射能測

定所Jのワェブページ上でも公開している。

会員は，測定終了後，検査結果資料・検体を

受け取る。測定結果が 50Bq/kg未満であれば，

翌日から直売所への出荷が認められる。出荷時

には，栽培履歴表を提出した上で， i東和げんき

野菜シーノレ」を添付する。これまで継続してき

た農産物ブランド「東和げんき野菜ー 5つのお

約束」に「プラス 1Jとして，放射性物質検宣

を位置づけ， 1会員 1品目 1検体の出荷前検査

をクリアした農産物に対し「東和げんき野菜シ

ール」を添付していることを記載したポスター

を庖頭に掲示している (2011年 10月以降)。な

お，商品には「放射性物質検査済Ji検査結果の

数値Jなどの情報は記していない。

測定結果が 50Bq/kgを超えた場合，①福島県

へ報告注 2)，②その品目の販売を一時停止，③検

体再提出を指示し重点検査を実施している。異

常値が出た場合，実際に農産物に含まれる放射

線量が高いケースに加え，検体処理に問題があ

る場合(洗浄が不十分，可食部の判断の誤り)， 

検査機器の操作ミスなどいくつかの要因が想定

される。支援団体とともに状況を確認し，重点

検査によって一定の傾向を把握してから，個人

単位で出荷自粛・出荷可能の指示を出している。

測定結果

出盈阜産盆丞

測定依頼書記入・提出
※栽培履歴管理表を同時提出

50Bq/kg未満! ! 50Bq/旬以上
1 1 

-ーーーーーーーーーー-1 r-ーーー司ーーーーー四ー可
府頭書類ファイノレで結果を開示 古

司V' 南高頁1
E 市民放射能測定所| 耳東"fU

ウェプで公開

第 1図事例団体における放射性物質検査の流れ
資料・実態調査結果 (2012年 9月)より作成。
注:実線は検体の移動，破線は検査結果の伝達を示す。

3 自主検査の測定結果

第 3表は，事例団体における放射性物質の検

査結果をまとめた表である。検査結果は，販売

目的と自家消費用を区分せずに公表されている

ため，この表には出荷前検査以外のデータも含

まれている。 2012年度 (4月から 9月上旬まで)

は， 1日あたり 10"-'25検体を測定しており，検

体の合計は 1，138検体となっている。

「放射性セシクム検出なしJの場合は，検出

下限値を記載して公表している。「検出なしJの

784検体のうち，検出下限値が 10Bq/kg未満の

検体が 75%を占めており，測定時間を 30分/検

体と長めに設定することで，一定の精度が保た

れている。

野菜類では，検体の 97.5%が 25Bq/kg未満と

なっており，基準値を大幅に下回る結果となっ

ている。

一方で，特定の品目では出荷自粛措置がなさ

れている。出荷制限が指示されていない品目の

うち高い値を示したのは，①モニタリング検査

でも基準値に近い値を示す香味野菜(ミョウガ

はモニタリング検査で二本松市から 90.3Bq/kg

が検出)，②近隣市町村では出荷制限が指示され

ている果実(ウメは福島市・伊達市では出荷制

限)， @加工工程で乾燥・濃縮される農産物加工

品ある。農産物加工品は，阿武隈高地の特産品

である「あんぽ柿(干し柿)Jや，保存食として

各家庭で加工されてきた梅干し，切り干し大根

などで出荷自粛が続いている。

2012年 9月現在，原子力災害特別措置法によ

る出荷制限が指示されている品目は，山菜 4品

目(くさそてつ(こごみ)，たけのこ，ぜんまい，

こしあぶら)と，原木しいたけ(露地栽培)，野

生きのこである。事例団体には， 151検体の山

菜が持ち込まれており，会員・非会員の山菜に

含まれる放射性物質への関心の高さがうかがえ

る。

山菜類は全ての品目で販売を中止する直売所

がある中で，事例団体は，検査結果に応じて取

り扱いを継続している。出荷制限が指示されて

おらず，自主検査により 50Bq/kg未満が確認さ



れたウド，フキなどの山菜を庖頭に並べたとこ

ろ，完売が続いていた。消費者からも山菜の取

り扱いを継続してほしいとの要望があったこと

から，次年度以降も検査の結果に応じて販売を

継続する意向である。

第 3表 事例団体における放射性物質検査結果
L 

25 
検体

検出
検出あり基準値未満 100 Bq/kg 

数
なし

Bq/kg 未満
合計 25 25-150- 75- 以上

(割%合) 未満 50 175 100 

野菜 847 734 92 12 7 l 1 1 97.5 
うち ~3W 17 2 10 l 3 1 1 70.6 

果う実ち梅
58 7 20 18 6 6 1 1 46.6 
36 7 17 5 6 1 1 19.4 

豆類 24 14 6 3 l 83.3 
きのこ 3 2 1 1 66.7 
山菜 151 16 32 28 21 9 45 31. 8 
加工ロ 55 13 13 11 2 5 11 47.3 

合普十 1. 138 784 165 72 37 21 59 83.4 
蚕料 市民放射能測定所webベーマ否両12扉百万否百7より作成。
注 1)検査結果はCs134とCs137を合算した値である。

2) 2012年 4月 1日-9月4日までのill'J定結果である。

4 検査結果の活用方針

事例団体では，放射性物質の影響を懸念して

営農中止した会員はいないが，原子力災害直後

は，栽培した農産物の自家消費・販売をためら

う会員もいた。全ての品目で検査が実施され，

生産者ごとに安全性を確認できるようになって

以降は，会員からの食品の安全性に関する問い

合わせは減少している。

第 2図には，会員農産物の庖舗販売金額の推

移を示した。 2012年春季までは会員農産物の販

売回復は思わしくないことがわかる。 2011年 8

月に自主検査を開始し，同年 12月に 3台目の検

査機器の設置が完了している。現在の自主検査

体制が整備されて半年が経過した 2012年 6月

には販売金額が 2010年並みに近づき， 8月にな

ってはじめて販売金額が原子力災害前の水準に

回復している。

このように，食品の自主検査を実施するとと

もに，事例団体は， r里山再生・災害復興プログ

ラムJにおいて「農地に降り注いだ放射性物質

を農作物に移行させない営農Jに関する技術開

発・普及を目指している。農産物における放射

性物質検査結果は，出荷の可否の判断に用いる
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だけではなく，営農対策・食生活指導に結びつ

けるためのデータとして位置づけている。

事例団体は，①出荷品目の栽培履歴，②会員

の農地の空間線量率(同時期に測定しマップに

表示)， @会員の農地(土壌を採取し民間の検査

機関で放射線定)，④大学による実証試験のデー

タを保有しており，この結果と農産物の検査結

果を総合的に分析することで， 2013年度の営農

指導方針を策定することを目標としている。
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第2図 会員農産物の底舗販売金額の推移
資料 実態調査結果 (2012年 9月)より作成。

注 1) (株)プレマ供与， 120万円。人工核種と天

然核種を識別できない検査機器であるため，

現在は資材等の簡易測定に利用している。

簡易分析装置は応用光研社製 FNF401，(株)

カタログハウス供与， ATOMTEX社製 AT1320A，

(株)プレマ供与である。

注 2)福島県は，自主検査を実施する団体に対し

50Bq/kg 以上が検出された場合は県に報告

するよう指示している。

N 考察

事例団体における放射性物質の自主検査の特

徴と安全管理体制上の位置づけをまとめた上で，

その意義と今後の普及・支援体制に関する考察

を行う。

第一の特徴は，法令遵守の確認を目的に， 1 

生産者 1品目 1検体のサンプル検査を出荷要件
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としている点である。事例団体は，福島県が実

施する産地での自主検査体制を先行して整備し

ていた。検査結果を福島県へ報告しており，ス

クリーニング検査機関としての役割を果たして

いるといえる。

第二は，会員の営農継続と生産意欲の向上を，

自主検査の目的のーっとしている点である。食

品の安全性に関する代表的な危害因子と比較す

ると，残留農薬の場合は，生産者が農薬使用量・

時期を把握していること，細菌汚染の場合は，

流通工程で細菌が付着する可能性もあることか

ら(中嶋 [31)，検査結果に対する生産者の関心

は高くないことが考えられる。一方，放射性物

質の含有量の場合は，生産者は自主検査を実施

することでしか出荷前に安全性を確認できない

ため，検査結果に高い関心を示していた。放射

性物質の影響を受けた地域では，生産者ごとに

放射性物質の検査を受けられる体制を整備する

ことが，生産意欲の減退を抑えるために重要で

あるといえる。

第三は，)苫舗に検査室を併設してから 1年以

上が経過し，販売金額が回復傾向にある点であ

る。販売金額の回復が，自主検査を実施してい

る影響であるかは，検査体制の異なる複数の直

売所との比較分析により検証する必要があるが，

一部出荷制限品目を含む山菜類であっても，自

主検査によって基準値を下回ることが確認でき

た品目ならば購入したいという消費者がいるこ

とから，自主検査の実施が農産物の域内流通回

復に一定の効果をもたらしていると考えられる。

第四は，安全性を高めブランドカを形成する

取り組みのーっとして放射性物質対策を位置づ

けている点である。 1吉頭掲示をみると，独自の

栽培基準に関する項目と放射性物質の自主検査

を実施していることを併記して表現している。

放射性物質対策のみを強調することを避け，こ

れまでの安全性確保の取り組みと包括して消費

者にアピールしている点が特徴的である。原子

力災害後，早期に自主検査の実施を義務化し，

会員に対して検体処理の方法などに関する指導

を徹底できた背景には，かねてから生産者会議

を定期開催し，独自の栽培基準による安全管理

を行う体制が整っていたことがあげられる。

第五は，放射性物質対策に関して複数の外部

組織から継続的な支援を受けている点である。

直売所庖舗における自主検査に関しては，放射

性防護に関わる全国ネットワーク組織・農学系

の研究者・民間企業から，検査機器の設置・運

用・データ管理に関するサポートを受けている。

さらに，農産物と土壌の放射性物質の測定結果

をデータベース化する準備を行っており，生産

管理に踏み込んだ対策を確立するための研究・

実践の拠点となっている。事例団体は，地域活

性化を目的に多様な事業を展開する NPO法人

であり，地域復興に向けた総合的なプランを策

定していたことが，支援の広がりに結びついて

いると考えられる。

事例分析を踏まえ，自主検査や栽培基準の導

入の経験がない直売所も含めて放射性物質の自

主検査体制を普及していくための留意点を考え

ると，検査機器設置・運用の経費を助成するこ

とに加えて，以下のような支援が重要となる。

検査機器の運用主体に対し，管理指針を周知し

指導すること，会員生産者向けの検体採取・処

理方法の説明をサポートすること，検査機器の

トラブルや異常値が検出されたときに備えて専

門技術者の巡回・電話対応ができる体制を用意

しておくことが求められる。また，産地全体の

検査結果について生産者と消費者へ示していく

方法を検討していく必要があるといえる。
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