
原発事故から6年半が経つ今も、パルシステムの『原木
栽培しいたけ』の産地、JAつくば市谷田部産直部会（茨
城県）では懸命な放射能対策が続けられています。
生産者たちは原木を育み「食の源」である里山を守るこ
とにも目を向け、NPOを結成して植樹活動も始めまし
た。生産者たちは今、『原木栽培しいたけ』と里山の未
来をどのように思い描いているのでしょうか。

30年以上にわたって、パルシステムの『原木栽培しいたけ』の供給すべてを担ってき
たJAつくば市谷田部産直部会。東日本大震災以前に長年、主な原木産地として取り引
きを続けてきた福島県阿

あぶ く ま さ ん ち

武隈山地産の原木が、原発事故後、出荷停止となったため、秋
田県や岩手県、南は大分県まで新たな産地を開拓して、原木栽培を続けてきました。
原木は産地ごとに番号付けをして管理し、さらに、出荷前に産地でしいたけの自主検
査をするなど（さらにパルシステムでも検査）、何重もの対策を行っています。
原発事故後、対策を行うことで着実に放射能の数値は下がりましたが、現在もパルシ

ステムの自主基準値以下ではあるものの、微量に検出されることがあります。その理由
としては、「表皮の放射能が原木内部に移動している可能性もあります。セシウム137の
放射能は約30年で半分、約60年で１/４になるといいますから、これから100年単位の
長い闘いが続きます」と生産者の飯泉厚彦さんは話します。おがくずを使った市販の菌
床栽培のしいたけでも検出が続く原因と考えられています。
さらに、生産者を悩ませているのが全国的な原木不足です。もともと原木供給の最大
の産地は福島県周辺だったのですが、出荷できなくなった地域が多く出た影響で、全国
的に原木価格が高騰。「高齢化や過疎化による林業の担い手不足も重なり、たとえお金
を出しても原木そのものがないという状況なのです」（飯泉さん）。

しいたけの原木は、人が手入れする里山で育まれたもの。『原木栽培しいたけ』があるこ
とで森が管理され、水源地であり、食の源でもある里山が守られてきました。
飯泉さんたち生産者は、里山の維持のためにも原木栽培を続けようと、2013年にNPO

法人「里山再生と食の安全を考える会」を結成して里山保全の活動を始めました。2017
年6月には、福島県相馬市の里山に、将来しいたけの原木となるクヌギやコナラの苗木、約
200本を植樹しました。植樹した20アールの土地は空間線量を測定し、一部は天地返し※

を行うなど放射能に配慮。また、苗木には放射能の吸収を低減するカリウム肥料を与えま
した。苗木が成長した20年後に、指標値を下回れば原木として使用できます。
「原発事故前は、原木供給の90％を福島県内の里山に頼っていました。福島があるか
らこそ今のJAつくば市谷田部産直部会があるのだから、20年後に里山をよみがえらせ、
恩返しがしたいと考えたのです」（飯泉さん）。
放射能対策がきっかけで、産地の活動を伝える交流の大切さも、再認識することにな

りました。2016年には5年ぶりとなる「きのこの学校」を開催。さらに同年9月には「公開
確認会」も開き、放射能対策や原木不足の現状を伝えています。「交流をすると組合員さ
んが真剣に思いを寄せてくれていることが伝わってきます」（飯泉さん）。放射能対策を
きっかけに、生産者と消費者が支え合う、産直の原点に返った活動が再び始まりました。

JAつくば市谷田部産直部会では原発事故後、放射能低減のためにできる限りの対策を続けています。
原木価格が高騰するなか、国の基準を下回っていることはもちろん、可能な限り放射能測定値の低い原木を仕入れ、
すべてロット管理して原木しいたけの栽培を行っています。

産地交流イベント「きのこの学校」で、原木栽培しいたけについて語る飯泉厚彦さん

しいたけが
 紡ぎ直す

● 原木検査 ● ほだ場ハウスで栽培 ● 原木産地ごとに管理

東日本の産地の原木は、すべて仕入れ元
が放射能検査を行っています。

できる限り、雨や空気中からの降下による
汚染を防ぐために、ほだ場ハウスの中で栽
培を行っています。

原木は産地ごとに番号付けをして管理。
すべてのロットごとに、しいたけの放射能
検査を行っています。

「JAつくば市谷田部産直部会」の放射能対策
原木仕入れ先の変化
（JAつくば市谷田部産直部会）

原木の確保、自主検査……。
終わりのない闘いが続く。

「原木栽培」にこだわるのは、
食と農を支える里山を守るため。

東日本大震災前には、福島県阿武隈山地産の原木が90％を
占めていましたが、現在は大分県産を含めて全国から原木を
仕入れています。（JAつくば市谷田部産直部会）

産直

できることをすべて

現在
2017年10月

原木栽培

東日本大震災前
2011年2月

福島県産が
約90％

福島県産は
会津地域のみ

（※）表面の土を地下に埋め込むこと。
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ご希望の方は毎月1回 
「パルシステム放射能レポート」を配付いたします

190888 左記の6ケタ注文番号で
お申し込みください。



パルシステムの 
自主基準
(独自ガイドライン)と
検出限界について

パルシステムでは食品の残留放射能について自主基準
(独自ガイドライン)を設定しています。放射線にはこれ
以下なら安全という「しきい値」がないので、基準以下で
あっても、放射能低減を追求します。検査の結果、自主基
準を超えるものについては供給いたしません。また、自主
基準（独自ガイドライン）は継続的に見直しを行います。

※乾燥食品は生原料や摂食状態で検査します。　
※乳幼児用食品は「yumyum」掲載商品とインターネットの「赤ちゃん・キッズOK食材」掲載商品。

自主基準（独自ガイドライン）（セシウム134,137の合計）
2014年10月より現行基準（単位Bq/kg） 国の規格基準

水、飲料、牛乳、乳製品、米、乳幼児用食品 10
水、飲料茶 10

乳児用食品､牛乳 50

青果類（きのこ類除く）、肉類、卵、魚介類、
海藻類、その他食品、きのこ類（しいたけ除く） 25

一般食品 100
しいたけ 100

●�青果は、北海道を除く東日本（新潟県・長野県・静岡県以東
の本州17都県）のカタログ掲載産地において、分類ごとに
一品目以上検査をしています。注文時にあわせて公開して
いるオンラインの自主検査結果に検査が間に合わない品目
については、供給前までには放射能検査を実施します。

●�水産は、北海道から関東の沿岸近海のエリアを重点地域と
して、原料切り替わりをした月に検査を行っています。

●�検査は、ご注文にあわせて実施していますが、冷蔵・冷凍・
常温の各加工品は年１回計測しています。

放射能検査の対象範囲について
農畜産物と
その加工品

北海道を除く東日本産 
（新潟･長野･静岡以東の本州産）

水産物と
その加工品

日本沿岸･近海・一部の北太平洋・ 
淡水産水産物

検出限界値
検出限界（ヨウ素131、 

セシウム134､137それぞれ）
2016年4月1日から

新基準に変更（単位Bq/kg）

乳幼児用食品 1

水、飲料、牛乳、乳製品、米、
青果類、肉類、卵、魚介類、 
その他食品

3

●�フルーツyumyumセットにセットさ
れている果物は、検出下限値1Bq/kg
で検査を行っています。

　きのこ類はミネラルを吸収する性
質があり、栄養豊富なのはそのため
ですが、ミネラルの一種である放射
性セシウムも集めやすい特徴をもっ
ています。
　そのため『原木栽培しいたけ』の放
射能は、栽培に使われる原木の汚染
の有無に左右されます。事故前、パル
システムの『原木栽培しいたけ』の主
な原木の産地は福島県でしたが、現
在は西日本を含む全国から原木を調
達しています。
　全国どこの原木であっても、汚染
はゼロとはいえないため、産地のJA

つくば市谷田部産直部会では、原木を厳しくロット管理。原木から試験的に発生さ
せたしいたけで1回目の検査を行い、収穫後にも2回と、計3回の検査を行ってから
お届けしています。検査結果はすべて産地とパルシステムで共有しています。
　ほかのきのこ類は、�おがくずとヌカを混ぜてつくる「菌床」で栽培しています。きの
この検査を定期的に行っていることはもちろん、「菌床」の検査を行い、状況把握に
努めています。

パルシステムでは、検出数
値が正確な「ゲルマニウム
半導体検出器」2台を使用
しています。食べられる部
分を取り出し、細かく切る
など下処理をして、測定容
器にできるだけ詰め込み、
外部の放射線の影響を受
けないように厚い鉛の容
器で遮断して、精密な測定
を行います。

測定方法に
ついて放射能検査状況について

パルシステム自主検査の報告　

〈 検査結果：2017年度の状況 〉 ※乳幼児用食品は2016年4月より1Bq/kgに検出下限値を下げました。

青果 今年度は、放射能の検出はありません。

しいたけ 生しいたけ（6.7～16Bq/kg） で放射能が自主基準内で検出されました。

他の
きのこ類 お料理セットのまいたけ水煮（3.3Bq/kg） から自主基準内ですが検出されました。

米

2017年産米の検査は27産地69検体の検査を行いました。日本の稲作を守る会の栃木こし
ひかり（玄米）を検査したところ、2件（3.1、4.8Bq/kg）の検出がありました。検出された玄
米を白米で再度検査した結果、検出はありませんでした。
※放射能の多くはぬか部分に蓄積します。検出されました栃木こしひかりは、白米でのお届けとなります。

牛乳、肉、卵 産地ごとに定期的に検査しており、今年度放射能は検出されていません。

魚介類 魚介類で放射能は検出されていません。
乳幼児用食品 検出下限値1Bq/kg で検査を行っておりますが、すべて不検出です。

その他食品 
〈お料理セット〉

菌茸類については定期的に検査を行っており、しいたけおよびしいたけ水煮（3.1～8.2Bq/kg）、ま
いたけおよびまいたけ水煮（3.3Bq/kg）から自主基準内ですが検出されています。その他のお料
理セットで使用されています菌茸類（えのき茸、マッシュルーム、ぶなしめじ）からの検出はあり
ません。

その他食品 
〈大豆加工品〉

豆腐、納豆、味噌、醤油など大豆加工品は、2015 年産および2016年産原料で検査を行ってい
るものと、製品で検査を行っているものとがありますが、放射能は検出されていません。

その他食品 今年度は、放射能の検出はありません。

〈 2017年度の検査数（カッコ内は検出件数） 〉 2017年10月27日現在　不検出率：98.8%

公開確認会で、放射能対策について説明するJAつくば市谷田部
産直部会（茨城県）の生産者、大木貴博さん

きのこ類の厳重な検査体制。パルシステムの

ロット管理開始

JAつくば市谷田部で

試験発生

原木の納入

植　菌

検　査

収　穫

ジーピーエス（パルシステムの青果担当子会社）で
検　査

パルシステム検査センターで
検　査

原木栽培しいたけ

お届け

菌床を
検　査

（パルシステムから外部委託）

収　穫

きのこをパルシステム検査センターで
検　査

お届け

パルシステム
検査センターで

お届け

他のきのこ類

お料理セットのきのこ類

『原木栽培しいたけ』は3重にチェック。

青果 373

しいたけ 44

きのこ類 
（しいたけ除く）

64

米 69
（1）

（2）

（0）

（23）

飲料水・飲料 57

その他（加工）食品 1205

総計 2202
（26）

牛乳・乳製品 28

肉類・卵 27

魚介類 189

乳幼児用食品 146

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

検　査

（3ヶ月に1度実施）

●週次の「放射能関係のお知らせ」はホーム
ページで掲載しています。

●インターネットから見られない方はこちらに
お問い合わせをお願いします。

※センターによって、携帯電話からはご利用できない場合があります。

パルシステム
問合せセンター

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、通話の内容を録音しております。
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