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地域と共にこれからも地域と共にこれからも全国のみなさんに
支えられながら

ふ く し ま

　原発事故の影響で、福島
県の漁業はいまだ再開のめ
どすら立っていません。
　相馬・双葉漁協の婦人部
の皆さんとの共催でお魚料

理の講習会を開催。試験操業しかできない中、地元で水揚げ
されたお魚で使えるものは限られていますが、浜のお母さんたち
が代々継承してきた魚料理とそのおいしさを学び合いました。

　福島訪問視察として、全国の多くの生協から福島
県においでいただきました。また、学習会や報告会に
もたくさんの生協や関係団体からお招きいただき、福
島の現状についてお話させていただきました。2014
年度は54回、この4年間で180回を数えました。

　県内の仮設住宅で定期的に「ふれあいサロン」を
開催し、全国の生協から送っていただいたお菓子を
いただきながら、楽しいひとときを過ごしました。また、
昨年にひき続き、コープみらいと連携して双葉町の
人達が暮らす仮設住宅でも、定期的にサロン活動を
開催しました。
　仮設住宅に暮らす人たちに寄り添う活動を、これ
からも続けていきます。

　安全性が確認された福島県の野菜や果物
をセットにした「がんばろうふくしま！農産品応援
ボックス」を今年度も東北6県の宅配で展開し
ました。多くの皆さんにご利用いただき、励まし
のお便りもたくさんお寄せいただきました。

　コープしがの皆さんより今年も木のおも
ちゃをいただきました。親子ひろばで活用さ
せていただき、子どもた
ちに大好評です。また、
福島市の屋内あそび場
“さんどパーク”にも木製
のおもちゃを寄贈いただ
いています。

　福島の主力産業のひとつで
ある夏の桃ギフト・冬のりんごギ
フトを、適正価格で買い支えて
いただく「福島応援隊」の取り
組みを、14年度もJAなどとの協
同組合間協同で行い、日本全
国から注文をいただきました。開
始以来4年間で16,000ケースを
超える大きな応援をいただいて
います。

　浦和レッズハートフルサッカーin福島を、福島大学災
害ボランティアセンターと共催で開催しました。ボールを追

いかけて懸命
に走る子供た
ちの姿と歓声
が秋晴れの空
の下に、響きわ
たりました。

がんばろうふくしま！
　農産品応援ボックス

　コープみえの皆さんの応援メッセージ
がぎっしり詰まった「つながりカレンダー」
をいただきました。今年で3回目。毎日目に
するカレンダーの、暖かい絵とメッセージに
心が和み、そして励まされています。

応援メッセージカレンダー 木のおもちゃ

　コープおおいたから、綿入はんてんを主
とした防寒用品をいただきました。比較的
温暖な浜通り地方に暮らしていた皆さん
にとって、中通り地方の雪や仮設住宅で
の冬の寒さは悩みの種だったとのことで、
大変喜ばれました。

綿入はんてん
　ご当地の名菓や手芸・工作の材料など、
全国13生協から、55回のご支援をいただき
ました。同封されてくるメッセージカードにも
心癒されています。
　ふれあいサロンの度に、仮設の皆さんに
喜んでいただいています。

ご当地のお菓子など

　昨年にひき続き、生協ひろしまの「ひろしまお好
み焼き隊」、コープおおいたの「とりめし」と「だんご
汁」の炊き出しは、仮設住宅の皆さんに喜ばれまし
た。また神奈川災害ボランティアステーションの「スカ
ウトたい焼き隊」を招いて、5つの仮設住宅の皆さ
んに焼きたてのたい焼きを食べていただきました。

「福島応援隊」の取り組み
夏ギフト＆冬ギフト

浜のかあちゃん調理教
室

2014年10月～2015年3月

コープふくしま＆相
馬双葉漁協　復興再

生企画
コープふくしま＆相

馬双葉漁協　復興再
生企画

被災地視察

ハートフルサッカー 2014年10月

2014年12月4日

～起きたことを忘れない、風化させない取り組み～
ふれあいサロン

　原発事故からすでに4年が経過しました。今なお、12万
人もの方々が避難生活を余儀なくされています。
　全国のみなさまの暖かいご支援を受けながら、コープふく
しまでは2014年度も“安心して福島で暮らしていく活動”
をすすめることができました。心より感謝申し上げます。

▲強制避難エリアのひとつ、南相馬市小高区の小高駅前で、
　生協ユーコープの皆さんと

▲親子32組を含む120人が参加

▲おとうさんってスゴイ！

▲あこがれのサッカーコーチと

▼福島市松川工業団地
　第2仮設住宅の皆さんと

◀アツアツのお好み焼き
　おいしかったヨ！

いざ！ だんご汁150食分▶

＜山形県　Kさんより＞
とてもおいしくいただきまし
た。きちんと検査し
て出荷しているもの
だから、安心して食
べることができまし
た。福島の農家の
皆さん、私たちがつ
いていますので、が
んばってください。

「ひろしまお好み焼き隊」
　大分「とりめし」「だんご汁」
　　＆　「スカウトたいやき隊」

年間
約75,000
ケース

福島
応援隊

▲「コープしがさんから預かってきたヨ！」とサンタさんが届けて
　くれました。

◀コープふくしま本部
　での贈呈式の後、
　被災地の視察に。 ▲綿入はんてんを着てゴキゲン！

▲日本生協連の皆さんにも。

▲「めずらしいお菓子を、いっつもありがとない。」

▶
絵
の
裏
面
に
は
、

　
自
筆
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が…

。

全国の継続した支援紹介

●2015年夏ギフトも予定しております。注文の時
期にはホームページからもアクセスできます。
ご支援よろしくお願いします。



生協にできること。ふくしまで暮らしていくために

食事調査
の結果
食事調査
の結果

　コープふくしま、コープあいづ、福島県南生協では日本生協連商品検査センターにご協力を
いただき、陰膳方式により実際の食事に含まれる放射性物質の測定を継続してすすめていま
す。2014年度は2014年7月から2015年2月にかけて100家庭の食事を測定しました。

　家族人数より１人分余計に食事を作
り、それを測定する検査方法。本調査では
２日分（６食＋おやつや飲料なども含む）を
保存して検査センターに送り、検査セン
ターにおいてミキサーで均一に混ぜ込ん
だものを検査試料として測定しました。

※「陰膳方式」とは？日本生活協同組合連合会　商品検査センター

ゲルマニウム半導体検出器

１検体あたり測定時間は約50,000秒（約14時間）

１ベクレル／kg

陰膳方式※

測 定 場 所

測 定 機 器

測 定 時 間

検出限界値

測 定 方 法  

陰膳
かげぜん

検査機関へ 2日間
6食分

　その結果、100家庭全ての家庭で福島県産の食材も使用していましたが、1キロ
グラムあたり1ベクレル以上のセシウムが検出された家庭はありませんでした。4年間
で延べ600家庭を調査した結果からは、下限値（1Bq/kg）以上の放射性セシウム
を含む食事を継続して取り続けている可能性は極めて低いと想定されます。

カリウム40を
知って
いますか？

・通常の食材に含まれる天然の放射性物質です。
・成人男性の体内に平均4000ベクレルくらいあるといわれ
ています。
・今回の調査でも今まで同様に検出されています。

かげぜん

▲ゲルマニウム
　半導体検出器

　コープふくしまでは、食事調査とWBC（ホールボディカウンタ）による内部被ばく
測定を組み合わせることで、より理解を深める取り組みをすすめてきました。
＜測定の進め方＞

●測定の結果
　2015年3月20日現在、2014年度の食事調査の参加者32人がWBC測定に参
加しました。32人中、検出限界値以上のセシウムが検出された方はいませんでした。

福島医療生活協同組合  わたり病院
立位型WBC（ホールボディカウンタ）測定器
セシウム134　140ベクレル／body
セシウム137　180ベクレル／body

測 定 場 所
測 定 機 器
検出限界値

WBC（ホールボディカウンタ）による内部被ばく測定と
組み合わせた取り組み

　コープマート各店では、
避難を余儀なくされ、
仮設住宅などで生活
されている方を対象に
「5％割引カード」を発行
しています。

　ならコープより寄贈
いただいた移動店舗
「せいきょう便」は、仮
設住宅などの買い物の
不便な地域を主に定期
巡回しています。

　買い物に不便な場所
が多い仮設住宅。共同
購入利用者は、2015
年3月20日現在、1,507
人となっています。

　福島県の地域見守
りの取り組みに関する
協定締結により、県内
の各自治体との協定
の締結を進めてきまし
た。2月には福島市と、
3月には本宮市と協定
を締結しました。

　帰村宣言をした川内
村と協議し、週1日で始
めた共同購入が、週3
日まで増えました。また、
村内にある植物工場で
生産されている野菜
を、東北6県の宅配で
展開しています。

　「3月11日を忘れない」
「復興を祈念」した企画
として、店舗では毎月11
日に「いきいきコープ復興
応援デー」を、共同購入
では毎月11日のある週に
「いきいきコープ復興応
援ウイーク」を継続してい
ます。

11 コープコープいきいき11いきいき
復興応援デー復興応援デー

毎月
11日は

　仮設住宅の集会所などで
サロンを開催するチームと、
仮設の皆さんなどに配る小
物作りをする手芸チームが活
動しています。
　この日は、エフコープ生協
の皆さんに教えていただいた
肩たたき棒を作りました。後
日、仮設住宅の皆さんにお届
けし、喜ばれました。

　春休みや夏休み
などに、親子でクッキ
ングや工作などを体
験する親子クラブ。
　この日は餅つき機
でついたお餅を子ど
もたちが丸めて鏡も
ちを作りました。つきた
てのお餅にさわるの
は初めてという子が
ほとんどでした。

　お店に併設されて
いるホールで定期開
催されている親子ひ
ろばの、2月のお楽し
み企画は豆まきでし
た。お店の掲示板で
知ったという近所の
方が、迫力満点の鬼
のコスチュームを貸し
てくれました。

避難生活者応援
5％割引カード 仮設住宅での共同購入移動店舗「せいきょう便」

各自治体と地域見守り協定締結 川内村帰村を支援 いきいきコープ
復興応援デー

仮設支援ボランティア 親子クラブの活動 親子ひろばの活動

事業を通した支援活動

組合員活動での支援

食事調査のつどい
日本生協連

商品検査センター訪問

原発事故・放射線問題への取り組み

　食事調査に参加した
（または参加する）組合
員と、検査に携わった検
査センターの職員との学
習・交流会。放射能に対
する疑問や日頃不安に
思っていることなども話し
合われました。

　食事調査に参
加した親子が、埼
玉県にある日本生
協連の検査セン
ターを訪問し、食
物に含まれる放射
性物質の検査な
どを体験しました。

▲Dシャトル

①1週間合計の積算被ばく線量は、バックグラウンド値（自然界の放射線など、原発事故の影
響以外の放射線）を含むものです。

②屋内と屋外滞在時間は、調査に参加されたすべての地域で概ね似たような時間数でした。
③福島県の幅は11.5μSvから20.7μSvですが、原発事故の影響分は、福島の値から最低の
値であった青森県の測定値（中央値）8.8μSvを差引くと感覚的に捉えることができます。

これらの測定結果を基に組合員の学習活動を継続しています。

生　協　名 市　町　村　名都道府
県名

７日間線量合計
（マイクロシーベルト）

屋外滞在時間
計（時間）

コープさっぽろ

コープあおもり

コープふくしま

コープみらい

コープみらい

コープみらい

富山県生活協同組合

コープみえ

ならコープ

生協ひろしま

こうち生協

コープおおいた

北海道

青森県

福島県

埼玉県

千葉県

東京都

富山県

三重県

奈良県

広島県

高知県

大分県

6.6～11.7

7.7～10.6

11.5～20.7

9.5～10.2

10.0～12.9

11.4～17.6

9.8～16.9

9.4～15.4

10.0～17.1

10.4～17.4

9.9～16.2

8.6～14.7

7～35

6～33

2～34

7～25.5

14.5～26

20～24

15～35

7～49

17～41

12～37

7～39

12～22

高岡市、上市町、滑川市、富山市、入善町

相馬市、伊達市、福島市、郡山市、川俣町
二本松市、いわき市

鈴鹿市、松坂市、紀北町、桑名市、四日市市
名張市、菰野長町、伊勢市、津市

福山市、廿日市市、広島市、呉市、坂町
東広島市

高知市、須崎市、いの町、安田町、宿毛市

さいたま市、上尾市、春日部市

市川市、習志野市、松戸市

杉並区、世田谷区、立川市

平群町、香芝市、橿原市、大和高田市
大和郡山市、奈良市、河合町、生駒市

三沢市、弘前市、平川市、おいらせ町、八戸市
東北町、むつ市、青森市、鶴田町

臼杵市、宇佐市、杵築市、大分市、豊後大野市
佐伯市、玖珠町、別府市

稚内市、音更町、北斗市、共和町、釧路市
岩内町、登別市、苫小牧市、遠軽町、南幌町

◆全国生協組合員の日常線量調査集計表

全国生協組合員の日常の外部被ばく線量調査について
　コープふくしまでは、福島県立医科大学関係者の助
言を受けて、全国10生協（12都道県、76市町村、102
名）にご協力をいただいて、日常生活における外部被ば
く線量調査を行いました。調査方法は線量測定器（商品
名『Dシャトル』）を各自1週間（7日間）身につけていただ
きました。
　放射性物質に起因する外部被ばく線量が、福島県に
とってどの程度のものなのかを、福島県以外の地域と比
較して捉えることで、福島県民の日常生活の判断材料
の参考にしていただいたり、福島県への誤解が軽減され
るための一助になればとの思いで実施しました。

北海道

青森県

福島県

千葉県

埼玉県

東京都
三重県

富山県

広島県

高知県

大分県

奈良県

これからも安心して福島で暮らしてくために、調査や学習会を継続していきます。

期間：2014年4月5日～4月30日

▲商品を手にとって選べるのが好評です。 ▲吹雪の中も、酷暑の日にも。

▲お店ではレシートの番号で景品が当たるお楽しみも…。▲一週間お元気でしたか？

▲約200本の肩たたき棒ができました。

▲ささいなことも丁寧に教えてらいました。

▲じっと身動きしないで2分間。

▲上手に切れるかな？ 持参したリンゴを
　検査。

▲鏡もちと苺大福を作って、もうすぐお正月。
▲怖くて涙の子、勇猛果敢に豆を投げつける子、
　興奮は最高潮に。


