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本冊子を発行する意味  

 

『除染作業への参加を考えているボランティアの方に知ってもらいたいこと』は、ボランティアと

して除染作業に関わることを考えている方や、福島および放射能被害地域に暮らす人たちの抱える苦

難・問題の解決に関わりたいと願う人たちに、被害地域の複雑な状況や現地の声をもとに様々な寄り添

い方を紹介するものです。 

 

経緯 

東京電力福島第一原子力発電所の事故により、福島県を中心に放射性物質が広範囲に飛散し、一部

の自治体では、除染に従事するボランティアを募集して、作業を進めています。 

ボランティアが除染活動に参加することに対し、多くの市民団体や専門家から、健康リスクや、行

政主導でボランティアを募集し除染活動に従事させることへの問題点が指摘されています。震災支援団

体や市民活動団体の関係者が集まり、除染現場での実態調査、住民の方々や専門家へのヒアリングを経

て議論を重ねてきました。 

議論を通じて、問題の複雑さ、繊細さ、根深さを痛感すると同時に、除染ボランティアについて一

つの正しい答えを求めるのではなく、福島および放射能汚染の被害地域に暮らす人たちに「寄り添う」

という姿勢で、社会にメッセージを発信することを合意しました。 

福島県内で除染活動に従事されてきた住民の方々や専門家、その他この問題に関心を寄せる人たち

を招いて意見交換会も行いました。住民の方からは外部からボランティア活動に参加してくれる人たち

の気持ちは大変ありがたいが、 

「週末だけ来るボランティアが、ホットスポットが点在する除染現場で活動することの危険性」 

「ボランティアの安全を自分達が徹底管理することの難しさ」 

についての意見があり、もっとも大切なことは、これからも「福島に寄り添う気持ちを持つこと」

であり、その方法は「除染活動に限らず沢山ある」という象徴的な意見をいただきました。 

「安全に除染活動に従事するには」といったノウハウに特化した資料が多くある中で、本冊子は「除

染活動にボランティアとして参加することの意味」や「参加を決める前に知っておくべき除染活動に関

わるリスク、除染現場の状況」について、多角的な意見を盛り込みました。福島や安全基準を越えた地

域で暮らす人々に本当の意味で「寄り添う」方法を見出して頂くための一助となればと願っております。 

 

福島に寄り添う円卓会議 関係者一同 
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2012年1月～2月 福島で除染作業をおこなっている住民・専門家へのヒアリング 
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本円卓会議は継続的に議論を続け、本冊子もバージョンを更新させていく予定です。 

意見交換会で出てきた様々なご意見・ご提案はタスクチームにて議論されます。 

皆さまのご参画をお待ちしています。 
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１．放射線の被害に苦しむ人たちに寄り添う 

高放射線量地に住む方には、いろいろな立場・考え方があります。ボランティアによる除染が避

難や賠償を求める道を閉ざすことを心配する方々もいらっしゃいます。 

 

除染を実施している住民から 

「安易な気持ちで来るボランティアの安全管理を徹底しきれない。除染ではなく他のボランティア活

動もあることを知って欲しい」 

「除染にまつわる経済的、政治的、医学的な状況を理解し、納得した上で、それでもなお参加してく

れるというならば、感謝したい」 

という声も聴かれました。 

 

賛否が入り交じる現場でのヒアリングや議論を重ね、私たちが再確認したことは、ボランティアに

求められるのは決して除染だけではないということです。 

「自分たちを忘れないでいてくれている」 

「リスクを背負ってでも自分たちのところに来てくれている」 

という寄り添いの気持ち・姿勢が何よりうれしいという声を多く聞きました。 

 

寄り添いの気持ちを形にする方法はいろいろあります。例えば仮設住宅のサロン活動があります。

放射線を恐れて近所の町に避難してきた母子の話を聞き、力になることもできます。東北地方や北関

東産の農産物や物産の放射線量を測定したり、販売に協力する、またそれらを買ったりするボランテ

ィア活動もあります。子どもたちを放射線の心配の無い場所に連れて行き思い切り遊ばせる人たちも

います。天気が悪かったため除染ができず、現地の方のお話を聞きながらマッサージをし、とても喜

ばれた方もいらっしゃいます。被災地に寄り添うとの思いを持って現地を訪ねるだけでもボランティ

ア活動になります。住民の方々を煩わせることを心配する人は、被災地の温泉に行っても良いのです。

観光客として訪れることで、地域経済を少しでも潤すことにつながります。 

 

どの活動も尊いものですが、どういった活動をするかについて、 

自分自身でお考えいただきたいのです。 
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チェックポイント 

 

□放射線の被害に苦しむ人たちに寄り添う方法は除染だけではない 

放射線による被害は、健康だけでなく、心、経済、偏見・差別など様々なものがあります。さまざまな

ニーズがあることを理解し、多様なボランティア活動の方法を考えてください。 

 

▼除染作業以外のボランティア受入団体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・福島県災害ボランティアセンター 

http://www.pref-f-svc.org/ 

福島県内の災害ボランティアセンターや生活復興ボランティアセンターを紹介する 

県社会福祉協議会が運営するサイト。 

・いわき市復興支援ボランティアセンター 

http://www.iwaki-shakyo.com/saigaiborasen.html 

いわき市、いわき市社会福祉協議会が運営するボランティア募集サイト。 

・復興支援東日本大震災（YAHOO JAPAN！） 

http://shinsai.yahoo.co.jp/volunteer_db/07/4.html 

YAHOOの運営する復興支援ボランティア募集サイト（福島版）。 

・N.NAKASHIMAサイト 

http://www.volunteer-info.net/volunteer-information/index.php?p=福島 

個人の方が運営している福島の各種ボランティア募集サイト。 

・東日本大震災支援全国ネットワーク 広域避難支援サイト 

http://www.jpn-civil.net/activity/network/wide_area_evacuation/map.html 

福島を中心に被災地から県外に避難されている方々を地元で支援するボランティア団

体の一覧が示されています。地元で福島などの人たちを支援することができます。 
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２．除染に関わる複雑さについて知る（除染対象地域の状況） 

自分達がやりたいことをするのではなく、どのような支援が「被災地のため、被災者のため」になる

のかを基点に考えることがボランティアには重要です。健康リスクだけでなく、福島を中心とした高線

量地域の、政治、経済、住民感情についても理解しておきましょう。 

 

□ 責任の所在と除染対象となっている基準・地域 

現在、日本政府は放射性物質汚染対策特措法（特措法）を施行し、年間の被ばく線量が１ミリシーベル

ト以上の地域を対象とし、国の責任で除染することを決めています。国の基本方針では、警戒区域と計

画的避難区域を「除染特別地域」として国が除染をし、特別地域以外で年間被ばく線量１ミリシーベル

ト以上の地域を「汚染状況重点調査地域」に指定し、市町村が除染するが「国が財政的・技術的な責任

を果たす」ことになっています。国は除染のために、２０１１年度から２０１３年度までに総額約1兆

1480億円の財政措置をしています（2012年４月現在）。 

□ 住民や地域外のボランティアが除染に従事する背景・理由と反対意見 

多くの住民が生活している「汚染状況重点調査地域」は、福島県を含め全８県、１００以上の市町村に

わたります。そのために、政府・自治体・業者による除染がなされるまでに、数か月、あるいは数年、

数十年を要する場所が数多く出てくると予想されています。それらの地域では、今なお小さな子どもや

妊婦の方々が暮らしています。 

 

汚染状況重点調査地域の一部の住民は 

「行政や業者がやってくれないのなら自分達でやるしかない」 

「子ども達やお母さんに少しでも安心、安全な暮らしを提供したい」 

と考え、自ら被災・被ばくしながら、子どもの居る住居、通学路、公園、学校、幼稚園などの施設を中

心に市民ボランティアとして除染作業に従事しています。しかし、作業エリアは広く、防護対策や作業

などにかかる資金が不足したり、従事する人員が不足したり、県外からの応援に頼らざるを得ない現状

もあります。また、福島市や伊達市などの行政でも、住民への「モラルサポート」（精神的な支援）と

いう意味合いで、ホームページなどを通じてボランティアを募集し、おもに福島県外から多くの人々が

除染作業に参加しています。 

一方、除染活動とボランティア活動を結び付けることそのものに異を唱える意見もあります。 

「国からお金をもらって委託された業者が行う仕事を何故ボランティアが行うのか」 

「放射線を扱う専門家や訓練を受けた人が従事する作業であり危険すぎる」 

「受入側に専門家がいても、すべてのボランティアの行動を管理・監視することは難しい」 

「晩発性障害の危険性をあまく見すぎている」 

「ボランティアに対しては、被ばくにより病気になった時の補償制度が存在しない」 

「そもそも除染活動は効果がない」 

などは、除染活動を行う市民団体や専門家からの除染ボランティアに対する疑問や反対の声の例です。 
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□ 『２つの基準』が生み出す矛盾と葛藤 

原発事故によって、東日本の福島県を中心とした広範囲の地域が高濃度の放射能に汚染されました。

以降、放射線障害防止法は改正されないまま国や行政の放射能の取扱い方が大きく変化し、法で定めら

れている従来の安全基準と原発事故の被害地域における例外基準が設定されています。 

『２つの基準』の存在を知ることは、除染に関する高線量地域に暮らす住民の様々な「葛藤」を理解

するうえで極めて重要です。全国的に設定された食品などの暫定基準値を除けば、被害地域以外にたい

しては「原発事故以前」の法的基準が適用されており、福島県をはじめとする原発事故の被害を受けた

地域では、放射線管理区域より線量が高い地域であっても、法的な基準が適用されず、例外地域として

乳幼児を含む多くの人々が生活をしています。 

二重基準により、「国が退去命令を出していないのだから心配し過ぎず通常どおり生活すべき」と

考えるひと、「除染対象であるから除染だけはしっかりおこない生活すべき」と考えるひと、「そもそ

も危険なのだから除染対象地域になっており線量が下がるまでは避難すべき」と考えるひとなど、同じ

地域内でも様々な考えが生まれています。 

結果、「何故おおげさに除染などをしているのか」と周囲から白い眼でみられる、「地域みんなで

除染をしているのだからあなたもやりましょう」と強要される、「周囲が除染している時に自分だけ避

難するわけにはいかない」と悩みも様々です。 

ボランティアに関して言えば、被害地域の外からくるボランティアの多くが年間被ばく量を１ミリ

シーベルト以下におさえるべく線量管理・防護対策を心がけ、安全に配慮するほど、その地域の危険さ

を強調することになり、住民の方に失礼なのではと感じたり、実際に失礼にうつったりと様々な葛藤が

あるようです。 

□ その他 

・福島県内では除染作業の委託などによって、ボランティアが入り込む余地は少なくなっています。南相

馬市やいわき市など、除染が被災地の雇用としての意味を持つところもあります。 

・行政によって仮置き場が決められない市町村も多く、不適切な除染ゴミの処理などが行われることもあ

ります。 

・避難地域として指定するべきだとする市民と、除染するから問題ないという行政との間で問題が起きて

いる場所もあります。 

以上のような背景と状況がある中で、我々がヒアリングをしてきた「自発的に除染をしてきた地元の市

民」の方の中には県外から参加表明をしてくださっているボランティアについて、協力を求めることに

葛藤がある方も少なくありません。ボランティアに参加する前にインターネットや新聞記事などを調べ、

団体、行政などへ問い合わるなど、除染のボランティアの状況や背景についてよく知ることを強くお勧

めします。 

▼様々な考え方・論文例 

 

 

 

・「原発震災に対する支援とは何か」（猪飼周平 一橋大学） 

http://ikai-hosoboso.blogspot.com/2012/01/10.html 
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３．放射線被ばくの基準と健康リスクについて知る 

放射線被ばくのリスクについて様々な組織や人の意見を調べ、どの基準を受け入れるか考えましょう。 

被ばくには体外にある線源からの「外部被ばく」、空気や飲食などを通じて放射性物質を体内に取り込み、

それによって被ばくする「内部被ばく」があります。放射線被ばくの基準と健康リスクを考える時は、両方

の被ばくを考慮する必要があります。 

 

チェックポイント 

 

□様々な基準・見解がある 

放射線被ばくに対する健康への影響については、専門家の中でも様々な見解があり、法律・制度なども

機関により基準が異なり、根拠となるデータや論法も一般のひとにとっては難解です。 

例えば、日本政府が参考にしている国際放射線防護委員会（ICRP）の安全基準（年間１ミリシーベル

ト）は、民間の国際機関である欧州放射線リスク委員会（ECRR）から内部被ばくの影響を甘く見積もっ

ていること（ほとんど外部被ばくだけを評価している）、低線量で長期間被ばくし続けたときの人体への

影響を考慮していないと批判されています。 

リスクの基準には、厳しいものから緩いものまで、様々であることを是非知って下さい。インターネッ

ト上の記事、書籍、その他文献を参考に、どの基準を受け入れるかを決め、ボランティアに参加するかど

うかを考えてください。 

 

▼健康リスクに関する被ばく基準の例 

 

国際機関 

・ICRP（国際放射線防護委員会） 

国連の科学委員会や国際原子力機関と連携。専門家の立場から放射線防護に関する勧告をす

る国際的な学術組織。呼吸や飲食による内部被曝は考慮していない。日本政府はこの基準を

「汚染状況重点調査地区域」の定義に採用。 

 

・ECRR（欧州放射線リスク委員会） 

ICRPとの安全基準の比較対象として使われる。市民組織。専門家の立場から放射線防護に関

する勧告をする国際的な学術組織。「ICRPのモデルは放射線リスクを過小評価している」「呼

吸や飲食による内部被曝を考慮すべき」と勧告。 
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日本政府 

省庁、法制度により異なる基準を定めている。 

日本政府はICRPの基準を「汚染状況重点調査地域」の定義に採用。文科省は年間積算線量が

１ミリシーベルト以下（空間線量のみを対象。内部被ばくはほとんどないという判断）、厚

生労働省は年間積算線量が１ミリシーベルト以下（食品基準のみを対象。外部線量は下がっ

て来ており、配慮するレベルではないという判断） 

 

国内専門機関 

・放射線医学総合研究所（放医研） 

http://www.nirs.go.jp/information/info.php?i14 

市民団体 

・標準医療情報センター「放射能による健康障害」 

http://www.ebm.jp/topics/radiation.html 

専門家 

・近藤誠（慶応義塾大学医学部放射線科講師）「低線量被ばくの人体への影響について」 

http://smc-japan.org/?p=1627 

・崎山比早子「原発事故と低線量放射線被ばくによる晩発障害」 

http://www.nuketext.org/QA/banpatsu.pdf 

 

 

□ハイリスクグループ（子ども、女性）について知る 

同じ被ばく量でも細胞分裂が盛んな乳幼児、子ども、妊婦、若年者は、中年期以降と比べてリス

クが高いと言われています（50歳を超えるとリスクは急激に低下します）。 除染時に落ち葉や土

を寄せ集めることがありますが、汚染物質をまとめると、線量が著しく高くなることがあります。

未成年を含めた若年者、妊娠可能年齢の方は特に注意が必要です。 

 

▼子ども、女性に関する健康リスクについての情報例 

 

 

 

 

 

 

・ウクライナ政府の報告 

http://archives.shiminkagaku.org/archives/csijnewsletter_010_ukuraine_01.pdf 

・環境省の「子どもや妊婦への配慮事項について」 

http://josen.env.go.jp/josen/josen_03.html 

・環境省の「子どもに対する放射線の影響について」Q&A 

http://josen.env.go.jp/qa/qa.htm 
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４．除染地域の線量を調べる  

除染地域がどれくらいの線量であるか調べ、福島

県すべての場所が除染をしなければならない状況で

はないことを知ってください。 

線量の比較的低い地域でも局所的に線量が高い場

所（ホットスポット）が存在します。雨どい、側溝

など高濃度の放射性物質の溜まりやすい場所は線量

が高い場合がありますので、注意が必要です。 

行政や多くの民間団体が独自に放射線量を調査し

ていますので、調査方法、調査対象地、時期などに

より、結果が異なる場合があります。幾つかの情報を比較してください。 

 

チェックポイント 

 

□福島県のすべての場所が除染をしなければならない状況ではない 

□地域としては線量が低くても局所的に線量が高い場所が存在する 

□ネットで地域ごとの線量を確認してみる 

 

▼放射能線量マップ例 

 

・福島県放射能線量マップ 

http://fukushima-radioactivity.jp/ 

・東北地方太平洋沖地震 各地放射線量モニタリング情報 

http://wiki.livedoor.jp/ok2222/#a7 

・除染ボランティアが実施されている市町村の現状を知る→行政に問い合わせる。 
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５．除染とはどういった作業をするのか知る 

実施主体や場所により作業内容は異なります。以下、幾つかの作業内容例です。除染作業は本来、東

京電力、国および地方自治体が責任をもって行うものですが、住民などにより自発的に行われる場合が

あります。 

参考情報としてご確認ください。 

 

▼主な作業内容 

○作業内容例 

・落葉拾い 

・除草やコケ等の除去 

・草刈り機で刈った後の低木の除去 

・敷地の表土の剥ぎ取りや覆土 

・洗浄 

・土壌改良や畑の手入れ 

             

○その他の除染例 

物理的除染だけでなく、ヒマワリ・菜種・大豆などの燃料作物を植えてあるいは雑草を刈り取っ

て生物除染する方法や、代搔きを利用して除染する方法もあります。播種・収穫などの農業体験と

同じで、作物への移行係数が大きくはないので危険性はあまり高くはありませんが、ほこりなどを

吸込まないように対策は必要です。 

 

６．ボランティア募集団体について知る 

ボランティアは個々人の意志にもとづいて行う活動です。参加するかしないか、どこで何をするのか

など、自ら選ばなければなりません。ボランティア募集団体が情報を十分に開示しているか、安全管理

がきちんとなされているかなどをホームページ等で調査したり、直接問い合わせるなどした上で、「信

頼できる」活動先であるかどうかを見極めることが重要です。ボランティアを募集する団体には、実施

する側としてできる限りの安全管理を行う責任があります。除染のボランティアは、募集する側にも経

験やノウハウの蓄積がない活動ですので、参加を考えている方は、下記に示したようなことを参考に実

施体制を確認しましょう。 

ボランティア活動が安全に行われ、その活動によってより良い効果が生み出されるには、活動を実施

する団体とボランティア活動者との間の信頼関係とパートナーシップが求められます。不明や不安なこ

とは遠慮せず、しっかりとコミュニケーションをとりましょう。 
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※当円卓会議は必ずしも除染ボランティアを推奨するものではありません 

チェックポイント 

□ 作業および被ばくに対するリスクや根拠となる考え方を明示しているか 

□ 除染ボランティアが必要である理由を明示しているか 

□ 独自に除染マニュアルがあるか、もしくは援用しているマニュアルがあるか 

装備のリスト、作業時の注意点などを記した防護マニュアルの有無やそれらを情報として公開して

いるか否かは、その団体の「ボランティアへの安全の配慮」の一つのバロメーターとなります。明

示されていない場合でも、作業時にどのような防護対策がなされているかを確認してみてください。 

 

▼持参する基本備品例 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼作業後の処置例 

 

 

 

 

 

 

▼マニュアル例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長そで・長ズボンの服、雨合羽、防塵マスク（数枚）、長靴、軍手、ゴム手袋またはビ

ニール手袋、ゴーグル、帽子、作業後の着替え、作業服・備品を入れるビニール袋、線

量計、タオルなど 

（コメント） 

実施団体から「マスクはこちらで支給します」と言われ実際に行ってみると、風邪の時

に使う通常のマスクを渡される、といったこともあります。「安全／リスク」に対する

認識は主催者により大きく異なります。できるだけ「自分が安全だと思える装備」を準

備・持参しましょう。 

・付着した放射性物質を持ち帰らない。長靴などについた土は現場で洗い流す。 

・マスク、軍手、ゴム手袋など作業に使った装備は基本的には廃棄して再利用しない。 

・靴カバーを利用しない場合は長靴などの洗浄をすること。 

・作業服は内部被ばくに注意しながらマスクをした状態でほこりを払い、可能なら作業

現場で水洗いして、着替え、ゴミ袋などで持ち帰る。 

・車での移動の際には、タイヤを洗浄し、フロアマットなどのほこりを払う。 

・放射能除染・回復プロジェクト 

http://www.kino-eco.or.jp/topics/read/id/1 

・福島市除染マニュアル 

http://shinsai.city.fukushima.fukushima.jp/wp-content/uploads/2011/09/

7ecb6f9a1f5f9a73f57d85c0963afe80.pdf 

・厚生労働省除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/ 

・環境省除染関係ガイドライン 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14582 

・環境省「除染ボランティアに参加される皆さまへ」 

http://www.env.go.jp/jishin/josen-plaza/pdf/borantea_0323.pdf 
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□ 被ばく線量の記録・管理体制があるか 

被ばくによる健康被害は確率的であり「この程度の被ばくであれば絶対に安全／危険」とは言え

ないと考えられています。だからこそ、一定のリスクを認識し、自分で被ばく量基準を定め、記

録・管理していくことが重要となります。 

 

▼被ばく線量の記録・管理例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼その他、被ばく管理マニュアル例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質汚染対策特措法（特措法） では、年間の被ばく線量が１ミリシーベルト以

上の地域を汚染状況重点調査地区域としており、「健康リスクの上限線量」の１つの基準

となっています。 

作業時に基準値を越えないように記録・管理することが 低限の安全管理であり、越え

た時点でその年は作業には参加できません。 

より厳密に被ばく量を管理するには、作業時の累積被ばく量だけでなく、普段お住まい

の地域の平均線量、規制値を超えた線量地域に入った時の積算被ばく量、食品などからの

内部被ばく量のすべてを加味し、基準値を越えないように配慮します。 

具体的には、ボランティアの方は作業時に線量計を身に着け、作業終了時毎に積算

被ばく量を放射線管理手帳という形で記録・管理する方法です。 

線量計はメーカーや機種、個々の機械により精度が違います。より正確な測定ができる

機械をえらびます。一定時間内にどれだけ被ばくしたかを自動計算してくれる「積算線量

計」など自分が信頼する線量計を持参して管理してください。実施団体が貸してくれる場

合もありますので問い合せてください。 

 

JANIC福島放射線ガイドライン 

http://www.janic.org/mt/pdf/janic_fukushima_guideline.pdf 

添付資料：推定年間総被ばく線量計算表  

http://www.janic.org/mt/pdf/radiation_calculate.xls 

JANIC福島緊急時対応マニュアル 

http://www.janic.org/mt/pdf/janic_fukushima_manual.pdf 
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□ 活動に入る前に説明会やオリエンテーションの時間を確保しているか 

作業の前に、具体的にどのような作業があるのか、どのような点に気を付ける必要があるかなどの説

明会を設けなければなりません。説明会を開かず、事前情報と違う作業に参加させたり、マスク・ゴ

ーグル・軍手・線量計などの扱い方が分からないままに何の注意説明もなく作業をはじめてしまう団

体もありますので説明をきちんとしているかを確認し、参加するかどうかの判断基準とします。 

 

□ 適切な除染ゴミ処理の方法をとっているか 

行政でも、集めた落ち葉や土を保管する場所（仮置き場）が定まっていない場合があり、市民が除染

をする場合は、仮置き場が決まり次第、除染ゴミを運ぶ前の置き場所（仮々置き場）が必要となりま

す。保管場所を定めずに一般ゴミとして廃棄されるケースもあり、安易に敷地に除染ゴミを置いてお

くと高線量の場所が発生し、そこで暮らす住民の迷惑となることもあります。仮々置き場が用意され

ているかの確認が必要です。 

 

□ 安全・救急基礎知識を持っているか 

 

７．被ばくによる健康被害がボランティア保険の対象外であるこ

とを知る 

除染作業に従事したことで受ける被ばくによる健康被害に対しては、現行のボランティア保険では補

償されません。除染実施機関によっては「放射線被ばくは保険の対象外」であることが明記されていな

い場合がありますので、被ばくによる健康被害がおきたとしてもボランティア保険では補償されないこ

とを知っておいてください。 

（ボランティア活動中に生じた怪我などに対しては保険が適用。業者は労災などで適用される可能性あり） 

▼ボランティア保険に関するお問合せ先の例 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

製作参加団体 

東日本大震災支援ネットワーク（JCN）、環境パートナーシップ会議（EPC） 

日本ボランティアコーディネーター協会（JVCA）、福島の野菜を食べる会 

持続可能な社会をつくる元気ネット、CSOネットワーク 
 

問い合わせ先 

福島に寄り添う円卓会議  

yorisou.entaku@gmail.com 

・社会福祉法人全国社会福祉協議会  

http://www.fukushihoken.co.jp/ 


