
福島・飯舘村からみた環境・農業・地域再生

3.11に考える持続可能性への新しい道＝コロナ危機と震災復興＝
WHOパンデミック宣言から2年、福島第1原発事故から11年 ウェビナー

特定非営利活動法人 ふくしま再生の会 理事長 田尾陽一

2022年3月11日
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これらの原因・経緯・現状・未来 を考えよう！

2011.3.11 福島原発事故  
 
2020.3.11 コロナ パンデミック宣言  

 
2022.2.24 ウクライナ戦争勃発
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私の考える大まかな方向

自然と人間の共生こそ、２１世紀の日本・世界の課題

 科学は自然を謙虚に学ぶもの。

 技術は自然と人間社会を理解していることが前提。

 自然と共生し、生活を支える農林水産畜産を主役にする社会へ。

 科学・技術・芸術・政治経済は、自然との共生を手助けする役割。

 地域が主人公・各地域がネットワーク型連携を作る世界。

 日本列島・日本社会・地球の未来イメージを創る。
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コロナと福島
原発事故は、飯舘村などが被害者 飯舘村は危険、東京や大阪は安全 多くの人にとって他人事

コロナは、日本全体・世界全体が被害者 東京・大阪が危険、飯舘村はより安全 多くの人にとって自分事

ウクライナと福島
福島第一原発もチェルノブイリも、事故処理が進まない。巨大な放射能汚染物を抱えている。
ウクライナは冷戦後、核兵器は放棄したが、4ヵ所15基の原発を保持、日本も原発再稼働を推進。
そのためには、高度な核技術の保持が必要。核の電力利用技術と軍事技術は表裏の関係。

ロシアが、チェルノブイリ、ザポリージャ原発（6基、600万kW、ヨーロッパ最大規模）を押さえ、
ハリコフ物理技術研究所*（研究用原子炉、バルク状核物質保持）を攻撃しているのは何故か？
何らかの核の脅威をつぶす意図？

アメリカのベトナム戦争、ケネディによるキューバミサイル撤去をめぐる核戦争（第3次世界戦争）決意、
ブッシュによる大量破壊兵器開発疑惑を口実にしたイラク攻撃に、既視感。
自国を守る口実で何でもやる。プーチンはその裏返しか！？

住民・民衆と地球の安全を第一に考える、世界の近代国家指導者は存在するのか？
いかなる理屈を並べようと、地球を終わらせる核兵器の禁止を決意しない指導者を信用することは出来ない。

*日本は2011年～2014年に、ハリコフ物理技術研究所に対し、総額1.73億円の核セキュリティ強化支援を行っている。



5

東京電力福島第一原子力発電所の事故

海外で公開されている Air Photo Service Co. Ltd による福島第一原子力発電所事故現場



汚染されてしまった土壌

セシウム137による汚染状況

飯舘村の汚染はおよそ
30,000Bq/m2～1,000,000Bq/m2

セシウム137の各種分析結果
（文科省による調査結果2012年3月1日時点）

村へ帰ることはできるのか？

農林畜産業を再開できるのか？

セシウム137の各種分析結果（文科省による調査結果 2012年3月1日時点）
http://radioactivity.mext.go.jp/ja/contents/7000/6213/24/338_0912_18_rev0914.pdf
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• 飯舘村は、福島第一原子力発電所

の北西30㎞から50㎞に位置する

大きな村である。

• 2011年4月22日に政府から全村

避難地域に指定され、村民6000人

が村外に避難させられた。

• 2017年3月31日に長泥行政区を

除いて避難指示が解除された。

緑斜線の地域が、2017年3月から

４月にかけて避難指示が６年ぶり

に解除された。

• 赤色の地域が未だ帰宅困難地域

として残されている。

・ 飯舘村の長泥行政区は未だ

バリケードの中だが、来年ぐらいに

解除されるらしい。
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http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/cat01-more.html

東日本大震災 そして福島原発事故



事故前の美しい飯舘村
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同じ場所を２０１７年４月に撮影
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除染により大量のフレコンバッグが田んぼに積みあがった

飯舘村だけで２３０万個
４０％は可燃性物質で域内焼却
６０%は汚染土壌

２０２２年度末までに土壌のほとんどが

中間処理場ないし長泥に移動する計画

福島県全体では、2300万個である。
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ふくしま再生の会を創る

２０１１年６月、私の旧友１８名のグループが菅野宗夫さんを訪問。協働を合意。

～合意したこと～

福島第一原子力発電所の事故は、明確な人災である。
原子力発電所はそもそも事故を収束させる技術を当然持っているべきである。
村民が帰村して安心して農業を営み生活できる施策を打つべきである。

避難中の留守宅、農地、山林などを使って調査と実験を行っていくことを確認。
得られたデータを、地域再生のために村民・社会・行政へ提供し提言を行う。

福島だけの問題ではなく世界の問題である。

菅野宗夫・千恵子夫妻や村民と「共感」し「協働」を開始



目的： ふくしま・飯舘村の生活・コミュニティ・産業の再生

活動指針： 現地で／継続して／協働して／事実を基にして

組織： 新しい公共空間の創造

自立して思考する諸個人の集まり

NPO: New Public Organization 

or Next Society Organization

NPO法人 ふくしま再生の会の活動原則
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大学・研究機関
専門家

村民 専門知識・技術

行政
（国・県・村）

自立再生への力
経験・知識・技術
伝統、文化、知恵

公共サービス
ビジョンとリーダーシッ

プ 分断を乗り越え
村民同士の協働

分野を超えた協働縦割り・横割りを克服し
組織を越えて協働

ＮＰＯ
ボランティアメディア

事実を正確に
世界へ伝達・共有

企業・企業人
環境・社会への貢献

雇用・ノウハウ
生産・流通・販売

NPOの位置づけ 協働関係図
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18%

3%
9%4%

現研究者

元研究者

医療健康

会社員・公務員

教育関係者

経営者

ジャーナリスト

士業・
農

NPOふくしま再生の会
個人会員291名・団体会員４団体

理事14名・監事3名
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菅野宗夫さんを訪れたNPOの設立メンバー１８人
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ふくしま再生の会の活動とは何か
（与謝野達氏の評価より）

前提として
事実に基づくアプローチ
物事の平等で・民主的な進め方
イデオロギー・ドグマ性・固定観念の排除
歪んだ正当性への依存否定

それから発展して
異議申し立てではなく、新しい創造的な空間での活動協力
向かうべき方向性を見出すための協働作業

それと表裏する
新しい展望perspectiveの提案
人間存在の自然界における正確な位置づけと再認識

それらを踏まえ「ふくしまの再生」へ
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チャレンジ１：汚染の実態を正確に知る

全村放射線測定、農地・住居の放射線測定、個人の放射線測定、

大気・土壌・イノシシの放射能測定、キノコ・樹木の放射能測定

チャレンジ２ ：ふるさとに農地を取り戻す

田んぼの除染、山林・住居の除染、稲の試験作付け、その後の米栽培

チャレンジ３ ：産業を再生する

ハウスでの点滴溶液栽培、営農を再開した村民と協働、
小水力発電テスト

チャレンジ４ ： 健康・医療・ケアの訪問活動

チャレンジ５ ： 日本・世界へ伝える

2011年から21回の報告会開催、 都市住民や海外との交流事業

これまでの協働活動



1. 放射線の測定
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放射線測定器の開発
放射線の定点測定

気象と放射線データを同時に
記録し、携帯ネットワークを利
用してサーバーに随時転送。
電源は太陽光パネル

村民により測定された放射線の値を地図上に
示すことにより全体の汚染度合いを知らせる

村民、飯舘村役場、高エネルギー加速器研究機構、東京大学大学院農学生命科学科との協働プロジェクト

測定値を地図上に表示するシステムの開発

GPSを搭載した放射線計により測定値と位置情報
を同時に記録

チャレンジ１：汚染の実態を正確に知る
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2015 2016

2012 2013 2014

実測（青線）から、放射線の減少が
理論（オレンジ線）より速いと言える

チャレンジ１： 飯舘村の放射線マップ, 2012-2016
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飯舘村の農地１００カ所から土壌
サンプルを採取。農地の中央の
深さ１５㎝までの土壌を２㎝ごとに
放射能を測定。

チャレンジ１： 農地の放射能測定
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チャレンジ１：続き 居宅周辺の放射線測定



避難指示解除後に村に帰村している村民を、放射線被ばくから守りながら村を再生する。

将来帰村を考えている人々に現実の正しい放射線量をデータで示し、自分で判断できるよう

にする。

村内で生活し、協働の精神でこれらの放射線量を長期的に測定し、正しく解析し続けていく。

Springer社から下記の単行本の１章として出版 2019.1.31 

Agricultural Implications of the Fukushima Nuclear Accident (III) Pages 153-163

Parallel Measurement of Ambient and Individual External Radiation in Iitate Village, Fukushima

Yoichi Tao, Muneo Kanno, Soji Obara, Shunichiro Kuriyama, Takaaki Sano, Katsuhiko Ninomiya
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チャレンジ１： 個人放射線被曝の測定



チャレンジ１： 大気・土壌の放射能分析
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 大気中の塵（エアロゾル）の
放射能測定

 農地の土壌放射能分析

村内20か所の農地の土壌を、深さ15㎝まで
円筒状にサンプリングし、2cmごとに切断し
放射能を測定

土壌のサンプリング器具

村民・ボランティア・国立環境研究所の協働プロジェクト。



 イノシシ・プロジェクト

 全村避難で無人となった村ではサル・イノシシが増えている。
イノシシは農地を荒らし、農地除染を困難にしている。
チェルノブイリ後のヨーロッパでもイノシシの汚染は継続している。

 イノシシを捕獲、解剖。部位ごとに放射能測定。
今後継続して測定していく予定。
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チャレンジ１： イノシシの放射能分析
村民・ボランティア・東京大学農業生命科学科の協働プロジェクト
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

サクラシメジ 佐須 2015.9

イワタケ 花塚山 2017.4

サクラシメジ 佐須 2014.9

ムラサキシメジ 小宮 2014.11

イノハナタケ 小宮 2014.9

サルノコシカケ 小宮 2014.11

イノハナタケ野手上山 2016.10

ムキタケ 野手上山 2015.11

アミタケ ⾧泥 2016.9

イノハナタケ 佐須 2014.9

ハツタケ 前田 2015.9

クロカワ(ビッキ)    佐須 2015.9

ママダンゴ 野手上山 2016.11

イノハナタケ 佐須 2015.9

サクラシメジ あいの沢 2016.9

千本シメジ 小宮 2016.9

ツチコウタケ 小宮 2016.9

単位キロBq/kg

飯舘のキノコ2014～2017 Cs134,Cs137放射能濃度(生重量)

Cs134

Cs137

チャレンジ１：続き キノコの放射能測定
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樹木内のセシウム(2014年１０月～)

ヒノキ

注：測定値には樹皮は
含まれていない

チャレンジ１： 樹木の放射能測定



チャレンジ2：ふるさとに農地を取り戻す 田んぼの除染

農民自身でできる除染法の開発
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 農地の除染実験(1)

 農地に水を引き入れ、表層5cm程度を泥水状にして洗い流す

 パワーショベルにより表層5cmの土をはがす
 .



 農地の除染実験(2) 村民・ボランティア・東京大学農業生命科学科の協働プロジェクト

表層5cmの土壌をはぎとり、埋設する。（凍土は簡単にはぎ取れるが期間が限られる）。
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チャレンジ2： 田んぼの除染

除染土壌の処理

洗い流した泥水を溝に蓄積しておき、干上がった後に
溝の底と側面の土壌をサンプリングして深度別に
放射能測定した結果。

セシウムは土の中に浸みこまない



On the ground – count/min
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 山林の除染

チャレンジ2： 山林・住居の除染

広葉樹林の落ち葉を掃き出す除染実験

 住居の除染

裏庭の林が住居の線量に影響
を与えていると思われる

裏庭の林の枝打ち 裏庭の排水路の整備

100cm high on the ground- μSv/h 



チャレンジ２：稲の試験作付け、その後の米栽培

飯舘村では米の作付け禁止、
実験のための作付けも認められなかった。
つくばの農研機構との研究協定により
2012年作付け実験実現。2015年より、県の全
袋検査もクリアして、食べることが可能になった。
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2020年測定
玄米 １Bq/kg未満
白米は更に数分の1

 イネの試験栽培
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チャレンジ3：産業を再生する ハウスでの点滴溶液栽培
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田んぼに放牧 人工受精用の牛舎

トルコ桔梗のハウス

チャレンジ3： 営農を再開した村民と協働



チャレンジ３：小水力発電テスト
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 “再生の灯”小水力発電ピコピカの設置
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チャレンジ４： 健康・医療・ケアの訪問活動

被災村民の医療・看護・ケア活動

医師・看護師・ソーシャルワーカー・
心理カウンセラー・支援者などが訪問支援。

避難住民の健康増進活動

しっかり歩行、筋トレ、ストレッチの
3点セットを実施。
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医師、看護師、ソーシャルワーカー、カウンセラーそしてサポーターからなるふくし
ま再生の会の健康・医療ケアチームが佐須公民館、伊達東仮設住宅、松川第1仮
設に被災者を訪問

活動の内容: 医療相談, マッサージ, ゲームやおしゃべりなど.

チャレンジ４： 健康・医療・ケアの訪問活動
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チャレンジ４： 健康・医療・ケアの訪問活動



チャレンジ５： 日本・世界へ伝える オンラインとリアル討論会

 福島原発事故は世界の問題

 今の福島にしかない現実、風化していく現実が伝わらない

 ICTと人のネットワークで発信 2011年12月からオンラインを活用

35

SkypeとUstreamで、
東京・京都の大学と
飯舘村をつなぎ
在日留学生と討論会 .

「飯舘村村民とふくしまの再生を語ろう」
を東京で開催。
Ustreamで中継（延べ6,000人以上が視聴

Skypeを使った避難者の
健康相談
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チャレンジ５：2011年から21回の報告会開催 東京・福島市・飯舘村で
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チャレンジ５： 2011年から21回の報告会開催東京・福島市・飯舘村で
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 ＳＧＲＡスタディ・ツアー「飯館村へ行ってみよう」 第1回2012年10月、第2回 2013年10月

韓国、シンガポール、ノルウェイ、台湾、中国、フィリピン、スペイン、ドイツ、ハンガリー、シリア、

アメリカ、日本などの人々が訪問

長泥地区へのバリケードを視察 飯舘村３小学校の仮設校舎訪問 村民の自宅で懇談

チャレンジ５： 都市住民や海外との交流事業

 スウェーデン災害対策調査団
スウェーデン大使館の依頼により

村内の視察をコーディネート

菅野宗夫さん宅で懇談 村民宅のイグネで放射線測定
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チャレンジ５： 都市住民や海外との交流事業
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 までいは、やさしい・丁寧な・ゆっくりと言う意味である。

 までいの村つくりを持続する
• 伝統・文化の重要性
• 自然と共存した丁寧な生活形態の創造

 21世紀社会における意義
• 近代化目標は世界的に経済成長・科学技術振興のみ
• 世界的な行詰まり
• 世界で新しい社会目標の再構築

 持続可能性のある生活・産業の追求
• 飯舘村は、現代の社会システム改革の最前線
• 飯舘村で、食料問題・エネルギー問題・高齢化問題の解決策を試みる.

 までい的生活デザインは、自然・人間・産業の持続可能な関係性・共存
性構築への可能性を持っている。

• 21世紀の“トータル システム”の可能性。
• 福島・飯舘村の可能性の無視は、日本の将来性の放棄である。

真手
MADEI

飯舘村を再生する意味



最近の活動
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オンラインフォーラム 2020.8.2 、 2021.2.28 

宿泊施設「風と土の家」、交流施設「学び舎 irori 」を建設

コメリ空間活用プロジェクト

アートプロジェクト（地球の実、までい花、ひょうたんボトルとおもちゃの実）

健康・医療・ケアチームが訪問診療・訪問看護と連携

里山再生プロジェクト

星空観測を再生する
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オンラインフォーラム 2020.8.2 
「２１世紀の新しい生き方を見つけよう

ー飯舘村からの問い」

オンラインフォーラム 2021.2.28

「飯舘村と、近未来ーこれから１０年 」



村の若者 宴会
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囲炉裏の部屋

火入れ式イベント

宿泊施設「風と土の家」、交流施設「学び舎 irori 」を建設

学び舎 irori  
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合同会社MARBLiNGコメリ空間活用プロジェクト
農・官・学・民・個、さまざまな人とモノが集まる壮大な実験空間

飯舘村のオリエンテーション/インフォメーション空間

籾殻断熱の実験
循環型空調の実験
農業資材を使った空間など
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コメリ空間活用プロジェクト
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アートプロジェクト
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健康・医療・ケアチームの活動強化

訪問診療（本田徹医師）、
訪問看護（星野勝弥看護師）と連携



炭焼き窯

山菜畑

キノコ栽培

スズラン

林道

林道

森林浴の路

星空観測小屋

クリ・クヌギ・コナラの植林

クリ・クヌギ・コナラの植林
牧場

牧場

クリ試験植林

里山再生プロジェクト

人々が里山林との関わり合い
を再開し、里山林の新陳代謝
を促進し、地産木材の利用を
促進し、里山の自然環境を取り
戻すことを目的に活動する
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阿武隈街道３９９

阿武隈街道を除染し開通させたい。
飯舘村、浪江町津島（帰還困難地域）、葛尾村、田村市、川内村までの国道３９９号
自然調査研究拠点・協働作業所・星空観測所・地元の食べ物をふるまう茶屋・
自然に内包され地域再生を試みるアートの創造など。

あぶくまロマンチック街道
星空マップ

東北大学惑星観測所・電波望遠鏡
太陽フレアと木星オーロラを追尾

飯舘村前田地区の山の上

星空観測に村民が集合
観測小屋も建設中

佐須地区「風と土の家」

原発被害地で星空観測を再生する



まとめ

まずは現場を見ることが大切
現場にあった総合的な再生方法を考える

老若男女、地域・組織を越えた「共感と協働」
農家の知恵の中にヒントがある
自分にできることを持ち寄る
あらゆる人材・知識を総動員する

一刻も早い行動
考えながら走る！走りながら考える！！
組織や制度に囚われないで柔軟に対応する
専門家・市民の役割が問われている
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地域再生とは何か？

少子高齢化が進み、農林水産畜産が衰退していく地方の再生が最重要
中央・都会目線で何とか救おうということではない。

地域主権の確立が必要。日本の中央ー地方の関係の見直し、地方自立が必要。
全世界で、国家単位ではなく、地域主権の確立が鍵。

国連やオリンピックの限界は、国家単位の仕組みから産み出されている。

人間優越主義から、自然に内包された人間存在という認識への転換が必要。
人間社会の持続可能性追求では不十分。自然と人間の持続的共生が必須。

「科学技術振興と経済成長」というイデオロギーが限界に達したこと。
これは明治維新から敗戦までの「富国強兵」の言い換えに過ぎない。
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美しい村を再び
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美しい村を再び 冬から春へ
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美しい村を再び 一人で農地を花で埋め尽くす農民
田尾1



スライド 54

田尾1 田尾 陽一, 2021/09/30
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佐須老人クラブが総出で植えているダリヤ畑
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村民によって植えられたヒマワリ
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特定非営利活動法人 ふくしま再生の会

Mail: desk@fukushima-saisei.jp
HP:   http://www.fukushima-saisei.jp/

飯舘事務所 〒960-1815 福島県相馬郡飯舘村佐須字滑87-1

◆ ふ く し ま 再 生 の 会 の ホ ー ム ペ ー ジ http://www.fukushima-saisei.jp/
◆ ふ く し ま 再 生 の 会 FACEBOOK http://www.facebook.com/FukushimaSaisei
◆ふくしま再生の会 Youtube http://www.youtube.com/user/fukusimasaisei

https://www.youtube.com/channel/UC-Miq7zZGb-L2IdAWRrRkiw

◆私個人のFACEBOOK http://www.facebook.com/yoichi.tao
◆私個人のブログ 「愚者の声」 http://gusha311.blog55.fc2.com/

◆私の最近の著書「飯舘村からの挑戦 自然との共生をめざして」（ちくま新書）
書評集 http://www.fukushima-saisei.jp/report/20210601/2943/

宿泊施設 風と土の家 交流施設 学び舎irori
〒960-1815 福島県相馬郡飯舘村佐須字佐須５５７－１

利用お問い合わせ http://kazetotsuchinoie.jp/contact/


