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●主な取扱農産物

●風評被害に打勝つため、大規模な福島県内
　３２農家で結成したNPO（参加農家が増えています）

●インターネット販売やセット野菜販売、首都圏
　等への直販を実施。

きゅうり、トマト、アスパラガス、ニラ、玉ねぎ、じゃがいも、
にんじん、いちご、さくらんぼ、もも、なし、ぶどう、ラフラン
ス、りんご、米、生しいたけ、生きくらげ、なめこ、野菜ジュー
ス、ももジュース、りんごジュース、ジャム類、味みそ、ゆべし、
にんじんドレッシング他 （季節により出荷）

福島においでください。
スタディファームをはじめました。

福島県の農家と話す。
農園で放射能対策を知る。

農業体験！
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農業者自らが放射能対策に取り組み、全国の皆様とつながりながら風評被害に打ち勝っていく
・・・そして、いつの日か世界で一番安全でおいしい農産物をお届けしたい！スタディファームの舞台 二本松農園について

放射能（線）の単位
放射性物質の種類によって放出される放射線の種類やエネルギーが異なるので、放射線が人体に与える影響
は、放射能の強さ「ベクレル」で比較するのではなく、人体への影響の度合いを表す「シーベルト」で比較す
る必要があります。

福島第一原発から50km
二本松農園は、福島第一原発から 50km の二本松市内に位置し、きゅうり（露地）、米（コシヒカリ、早場米
五百川、有機米）、各種野菜を栽培しています。震災後、福島県内３２農家と協力して、インターネットでの直販（会
員５０００名）や東京への販売（震災後130回）を実施しています。
「ＮＰＯ法人がんばろう福島、農業者等の会」は、構成員が協力し、福島第一原発事故等を要因とする風評被
害等に立ち向かいながら、安全でおいしい福島県産農産物や加工品を全国の消費者にお届けすることを目的とし
て活動しています。 

スタディファーム趣旨
NPO 法人がんばろう福島、農業者等の会では、二本松農園（福島第一原発から 50km) を主な農園として、
会員の県内農家（果物農家もあり）と連携をとりながら、スタディファームを始めました。震災で福島県農家が
どのような歩みをしているのか、実際、福島県の農業現場を訪ねていただいて、農家と交流しながら、今後つながっ
ていただければと思います。

原発事故後の農業への影響（２０年後へタイムスリップしてしまった…）
全国的には農業をやめる人が多い理由は、高齢化がありますが、福島県では、福島第一原発事故の影響により、
水田除染をしなければならなくなったことや、いわゆる風評被害で、福島県産農産物がなかなか売れなくなった
事も原因となっています。水田除染に関しては、たとえば、当地域の水田では、セシウムを吸収すると言われて
いる「ゼオライト」を２０１２年春に、１０アールあたり２００ kg 散布することになりました。高齢化している現
状では、米をつくるだけでも大変なのに、そのうえに、このような重労働・・・。もうできないので、これを機
会に農業を終わりにしようという感じです。
つまり、福島県の農業は、これら全国どこにでもある農業者の高齢化に加え、放射能の影響が加わり、更には、
風評被害・・・と、トリプルパンチで、離農者が増えていったのです。今の福島の農業の現状は、日本の農業の
１０～２０年後の姿なのかもしれません。
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2011年 3月１9日の二本松農園
この時の空間線量５．９４μS／ｈ（二本松市災害対策本部情報より）

2011年９月１２日
文部科学省による福島県の航空機モニタリングの測定結果について
（福島県内の地表面へのセシウム134、137の沈着量の合計）
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実績（２０１３年）

有機除染の流れ

農地の除染
放射性物質は、農地に残ったままなのが現状です。私達は、震災前の農地に戻したい！というのが希望です。
そこで、独自に「有機除染」に取り組んでいます。

→ 約   　　     Bq/Kg1000約　　　     Bq/Kg2000

南相馬市の水田１

二本松市の水田３

二本松市の水田２

→ 約   　　     Bq/Kg1000約　　　     Bq/Kg2000

→ 約  　　    Bq/Kg500約　　　     Bq/Kg2000
１

３２

福島第一原発

20km

50km

１ 3２

テスト前 テスト後

放射能対策 有機除染～私達の新たなチャレンジ～　（震災前の農地に戻す試み）
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塩化カリウムゼオライト 天然系カリウム

福島のほとんどの水田で実施されているセシウムの吸収抑制
福島県のほとんどの農地では、実は除染は、行われていません。行われているのは、「吸収抑制」対策です。
塩化カリウム、ゼオライトを農地に散布し、これにより、放射性物質より先にカリウム成分を作物に吸収させたり、
ゼオライトの中に放射性物質を閉じ込めたりしています。なので、作物には、放射性物質が吸収されにくいの
です。ただ、塩化カリウムは化学肥料ですので、大量に撒くと作物の食味等に影響を与えます。このため、
「NPO 法人がんばろう福島、農業者等の会」では、国等に要望して、さとうきびからとった天然カリウムの散
布を始めています。しかし、放射性物質は、あいかわらず、農地に残ったまま…という事になります。そこで

（原料：サトウキビ / インドネシア産）（天然鉱物） （化学肥料）

２０１２年春、１０アールに２００kgのゼオライト投入

① 納豆菌を添加して代掻きを行います。

② 水に溶けだした放射性セシウムをプルシアン
ブルー不織布で、吸着します。
最後にプルシアンブルー不織布を回収して終了
になります。

農地にカリ成分を投入すると
作物はセシウムよりカリウムを
吸い込む事になる。（いわゆる
「目くらまし戦法」）

※この様子は、２０１４年６月１２日テレビ朝日「スーパー
　Ｊチャンネル」で全国に紹介されました。

※有機除染は、ＮＰＯと関連企業が自主的に取り組んでいます。広く除染のための募金を行っています。
　ぜひご協力をお願いします。ネットで募金ができます。 里山ガーデンファーム

このパンフレットでは、「吸収抑制」や「有機除染」などを合わせて、広い意味で「農地除染」と呼んでいます。



例えば…10
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（単位：ベクレル/kg）食品中の放射性セシウムの新基準値

100
一般食品

二本松農園の取組
具体的に、二本松農園ではどのように放射能対策を行っているかについて見てみると分かりやすいと思いま
す。もちろん、野菜類は、出荷前に必ず放射能測定を行います。測定機関としては、NPO、農民連、農協な
どの機関ですが、最近、二本松農園の中に「野菜を切り刻まなくて、そのまま、放射能を測定できる機械が欲
しい。」とネットで呼びかけたところ、全国から募金をいただき、この機械を導入することができました。今は、
この機械を使って、頻繁に検査を行うことができるようになりました。
この測定機の検出限界は６ベクレル、測定時間は１５分です。

「福島の奇跡」
元々、農地の中にカリウム
成分が多かったことや、農
地除染を行ったことによ
り、作物から放射能はほぼ
検出されていません。

福島県産農産物の放射能の現状 風評被害の現状とその対策
農地の除染を行っても、全部の農産物の放射能検査を行っても、実際には、風評被害は、そう簡単になくな
りません。

やはり、地道ですが、福島県の農家から、ご理解をいただける消費者に対して、直接、福島県産農産物をお
届けする。その輪を広げていく・・・長い道のりですが、これが風評被害に打ち勝つ方法であると思っています。
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出荷
全袋検査 収穫収穫 検査

（切り刻まなくても良い 放射能検査装置）

福島県産農産物の放射能の状況

野菜 果物米

エゴマ 梅大豆 ブルー
ベリー

たけのこ 山菜系天然
きのこ わらび

100Bq/kg

10Bq/kg

検出限界以下

の影響のおおきいもの風評被害

（特に有機米）米1

福島牛3

きのこ類2

※二本松農園の現状認識

Ｑ.あなたはどれを選びますか？

100円
福島産

100円
埼玉産

100円
宮崎産

『顔の見える関係に風評被害はなし』

② セット野菜
毎月、全国の方へ福島県産の野菜・果物・加工
品のセットをお届けします。３２０セット／月 
※２０１４年１１月現在（３０００セット／月 目標）
※中には、福島の農業の現状をお知らせする手紙が入っています。

③ 企業との連携
CSR等でご協力いただき、社員様へ販売します。

２０１４年５月、神奈川県藤沢市内に「エシカル市場　
藤沢」がオープンしました。
オーナーは、震災後から、ずっと福島県産農産物を買っ
て応援いただいた方です。

④ 福島農産物を売って応援！！

（２）エシカル市場 藤沢

（１）全国各地で、福島農産物を販売していただい
　　  ています。

福岡市博多「天神中央公園」にて
２０１３年１２月

http://www.nihonmatsu-farm.com/

① ネット販売
農家から直接消費者に販売します。

里山ガーデンファーム

～３０年後、「福島県産農産物は、世界でいちばんおいしくて安全」と言われるようにしたい！～

※導入残金に対する募金をお願いしています。

里山ガーデンファーム

野菜・果物 米



農業体験 シーズン

りんご

ぶどう

なし

もも

さくらんぼ

ハウス野菜

稲刈り

きゅうりもぎとり

きゅうり植え付け

田植え

その他
色々な
野菜の
種まきや
収穫

豊かな自然と大地を有する福島県。ここは、日本の食糧を支える基地であり、私たち福島県農業者は、安全
で新鮮でおいしい農産物を生産することに日々努力してきたし、それが生きがいであり、全国の消費者と直接
結びついてもきた。

しかしながら、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発事故の影響により、私たちが農業を営むうえでの
基本である農地は、放射能によって汚染されてしまったばかりか、産出にあたって放射能を含む安全性を充分
確認しているのにもかかわらず、福島県産というだけで消費を敬遠する行動、いわゆる風評被害が広がってしまっ
た。なにより、おいしい農産物を通じて、全国の消費者と福島県農家がつながり、交流してきたのに、それ自
体がおびやかされている現実は悲しい限りである。

しかし、私たち福島県農業者は、この福島県という地で、今後も安全でおいしい農産物を作りつづけるとと
もに、再び全国の消費者の方々と結びついていきたいと決意した。このためには、いつの日か、福島県が「世
界でいちばん安全でおいしい農産物を生み出す希望の大地」にすることを目標に、福島県農業者自身が寄り添
い、協力し、果敢に挑戦していくこと、そして、全国の消費者と交流を通じて、再びつながっていくために、こ
こに「特定非営利活動法人がんばろう福島、農業者等の会」を設立する。

「NPO法人がんばろう福島、農業者等の会」 設立趣旨

放射能検査体験
収獲した農産物は、その場で、放射能検査を実施することも可
能です。二本松農園では、そのまま放射能を検査できる装置を採
用していますので、誰にでも簡単に検査することができます。

稲刈体験（秋）
有機除染を行った田んぼで、稲
刈体験をしよう！
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野菜の放射能を実際、検査してみよう！農業体験
スタディファームでは、放射能対策視察と併せて、希望により次のような農業体験も行う事ができます。
（季節により農体験の内容は、異なります。）

植付け体験
二本松農園の畑で、実際にラ
ディッシュなどの野菜の種まき体
験を行っていただきます。
種まきした野菜の収穫体験も合
わせて可能です。

（くだもの狩の料金は別途必要となりま
　すのでご相談ください。）

収穫体験
『がんばろう福島、農業者等の会』
の３２農家（※）を中心に、果樹農家
を訪ねて、さくらんぼ、もも、なし、り
んご、いちごなど、季節に応じて収獲
体験を行う事ができます。

田植え体験（春）
有機除染を行った田んぼで、
田植え体験をしよう！

直売所にご案内
実際に農産物を販売している直売所にご案内します。地元の農
産物が一堂にならんだ豊富な売場は、見ているだけでも、わくわく
してきます。
また、スタディファーム（二本松農園）の中でも季節の野菜をお
買い求めいただけます。新鮮・安全！！

※２０１４年１１月現在、参加農家がどんどん増えています！



ご要望に応じて、飯館、南相馬をご案内します。国道６
号線から福島第一原発を遠方から見る事もできます。

福島県内では、秋に１０００万袋もの米の放射能検査が実施されていま
す。これらの検査場を見学することができます。ちなみに二本松農園から
持ち込んだ米はすべて、放射能「検出限界以下（２０１３～２０１４年）」で
した。

現地で行われいている有機除染をわかりやすく説明します。実際使われて
いる資材を使って解説しています。また、有機除染には、土が更に豊かにな
りおいしい農産物が取れるという相乗効果があります。
（有機除染を行っている季節のみのプログラム）

農業をしていく上で、エネルギーは、必要不可欠です。これまで同様にエ
ネルギーを使用するのではなく、エコの観点から、さまざまな取組を模索し
ています。
（写真：農園内で、米のもみ殻を燃料に！！　２０１４年１１月農園内で実演）
スタディファームでは、今後、農園内で様々な新エネルギーを農業に取り
入れる試みを行う予定です。

「がんばろう福島、農業者等の会」では、おいしい・安全安心な農産物つ
くりの勉強会を定期的に実施しています。これらのシンポジウムに参加する
ことも可能です。

風評被害の説明と、これまでの対策を説明します。実際に起きている「風
評被害」を、農家の体場と消費者の体場からわかりやすく説明します。

納豆菌肥料の開発

有機除染体験

エネルギー関連見学

美味しい野菜つくり勉強会体験

風評被害対策説明
飯館村・南相馬市 ご案内

お米全袋検査見学（秋）

～福島からこんにちは！～ラジオ番組
※ゲストも迎えて、インターネットで、ラジオ発信していきます。二本松農園から、福島の現状を全国に向けて発信！

（２０１５年春からシリーズで予定）

出張スタディファーム
「福島県の農業の現状」「福島で何が起きているのか」は、なかなか全国に
伝わっていない面があります。それを知るためには、現地（福島）の農家の人
と直接話をしてみるのが、効果的です。
「出張スタディファーム」という事を行っています。もし、よろしかったら、
お電話ください。全国どこにでも、「NPO法人がんばろう福島、農業者等の会」
会員農家が訪問して、お話をさせていただきます。

（ご依頼電話　０２４３－２４－１００１　NPO事務局まで）

スタディファーム参加料金
（税込）/人￥1,000○  大　人 （税込）/人￥  500○ ～中学生

※案内先の食事代、果物狩り等は別途料金となります。
※宿泊については、御相談ください。
※ご希望により、二本松農園直営居酒屋「たくの実」福島駅前にご案内いたします。　（飲食代実費精算）

1日1組限定（当面）
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その他のプログラム

世界一おいしい野菜を作る
ため、納豆菌による肥料の
開発も行っています。
（福島県補助事業）

放射能検査を見学するこ
とも可能です。食品を砕い
て測定する検査装置や、そ
のまま検査できる検査装置
など、検査状況を見学する
ことができます。

放射能検査体験

[左] 飯館村（除染後田園） [右] 南相馬市（津波被害田園）


