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     有機農業による 

放射能汚染の克服と              

   食&エネルギーの地産地消 

①露呈した原発の本質的な危険性 

 ⇒耐用年数を過ぎたものは廃炉に 

②自然エネルギーは不安定、多様
性のある活用が安定度を高める。
（太陽光発電・小規模木質火力発電・
小規模水力発電・バイオジーゼル・バ
イオガス・エタノール・水素発電など） 

③自然エネルギーを１００％活用し
てきた有機農業。         
エネルギー消費型の慣行農業から除
染をしながら安全な食とエネルギーと
環境を創る有機農業へ 

NPO法人 民間稲作研究所 理事長 稲葉光國 

大豆・ひまわり・菜の花プロジェクト  

 東日本大震災でいのちを絶たれ、行方不明となった２０，３３
６人の方々に哀悼の意を表します。 
 福島原発事故で放射能に汚染された田畑に私たちはひまわりと
大豆・ナタネを植え、全ての植物の力を借りて放射能汚染を克服
します。美しく・力強く咲き誇る菜の花やひまわりのなかで、私
たちの運動を見守ってください。わたしたちはこの未曾有の災禍
を乗り越え、新しいエネルギーの時代を切り開くことをお約束し
ます。 

事業本部 NPO法人 民間稲作研究所 

     栃木県上三川町鞘堂７２  

16年間農薬/化学肥料を一切使用せず、自然の再生

能力を活かした循環農法で慣行栽培並みの安定多
収を実現してきた有機水田。一瞬にして汚染された。 

 

       有機種子生産圃場（コシヒカリ） 

セシウム ９９４Bq/kg  ヨウ素１８６０ 

２年間休耕した陸田、 ６月３日播種、中耕１回だけのヒマワリ 

条間をあけ赤カビ・うどん粉病の発生を防止して無農薬有機
栽培を行なってきた麦に放射能が降り注ぐことになった。 

安全な食と環境を創ってきた有機農業 

              が崩壊の危機に 
○畑は麦－大豆の輪作でコスト削減 

○乾田はイネ・麦･大豆の2年3作で高度利用 

○湿田は早期湛水・冬期湛水でいのち育む有機稲作 

○10aあたり平均15万円の粗収益  ○所得率６２％、 

○ 5haの家族経営で年間所得500万円の自立経営を実現 

 

放射能の除染を兼ねナタネ・ヒマワリを輪作に組込み、植物油
の生産で食とエネルギーと環境を創造し地産地消を推進する。 

2回の中耕除草で低コストの有機大豆の生産を行い、わら
つと納豆、豆腐、味噌、醤油に加工して販売してきた。 



2 

大豆・ヒマワリ・ナタネによる土壌浄化と 

植物油の生産・新エネルギーの創造 
            【２つある放射能対策】  

     

 ①封じ込め方式⇒深耕・完熟堆肥・ゼオライト・カリウム投入 

 ②除染方式⇒大豆・ヒマワリ・ナタネ・雑草による除染 

 

         植物油にセシウムは移行しない 

  イネ･麦・大豆の輪作に油脂作物を加えエネルギー自給型経営の
発展と除染の両立をめざした大豆・ヒマワリ・菜の花プロジェクト 

 

 ①5000Bq～ 

  ヒマワリ・大豆・雑草➠ナタネ➠大豆・ヒマワリ➠ナタネ･麦➠大豆・イネ 

 ②１０００～5000Bq 

  ヒマワリ・大豆・雑草➠ナタネ➠大豆⇒麦・ナタネ⇒イネ・大豆 

 ③３００～1000Bq 

  イネ➠ナタネ➠大豆・ひまわり➠大麦⇒イネ 

 ④～３００Bq 

  イネ⇒ナタネ⇒大豆⇒なたね・麦⇒イネ 
 

           【収穫の方法とセシウム回収法】 
 

 ①汎用コンバインを用いて子実を収穫・放射線量を測定。植物油に 

  はセシウムは含まれない。搾油し商品化。搾油所の建設が必要  

 ②絞り粕はメタン発酵施設でメタン回収。ボンベに充填し家庭用に利 

  用。消化液はセシウムを除去し液肥として販売。汚泥は汲み取り 

  業者に委託し、下水処理場へ。  

 ③天ぷら油廃油はトラクター、２００ｖ発電機のジーゼルエン 

  ジン用に活用。 

 ④茎・葉・根は収穫後乾燥し、ラッピングして保管➠火力発電所又は 

  ゴミ発電の燃料に活用➠灰溶融・スラグ化、飛灰はペレットに           
         

  ➠スラグ・ペレットは回収放射性物質として福島原発に戻す。 

１．８４６μ S
ｖ 

２．６６６μ Sｖ 

１．９７８μ Sｖ 

２．２５μ Sｖ 

メヒシバなど
刈払った雑草 

４．０４４μ Sｖ 

高い雑草の除染効果 
秋に一斉刈払いを行って梱包し、バグフィルターを装備した
火力発電所、ゴミ焼却場で焼却することでセシウムが回収さ

れ、放射線量が半減する可能性あり。 

期待できる大豆の除染効果・課題は搾油効率をいかに高め 

絞り粕をどう活用するか。⇒液肥の原料に活用 

飯館・南相馬市に広がる草に覆われた水田 

油脂用ヒマワリを植え除染をしながら植物油を生産 

● 多肥作物なので大豆との輪作が有利・カリ欠乏 

  土壌で栽培し、除染効果を高める。 

● 汎用コンバイン収穫に課題あり 

１．１５２μSｖ １．２２４ μSｖ 

福島県南相馬市原町区馬場 

  空間線量率 ０．４４４ μSｖ 

除染効果はそれほど高くないかも知れないが油脂
作物としては優れている。 品種 サンフラワー 

イネ・大豆との輪作に有力なナタネ 

無エルシン酸・交雑防止に留意。 

 

①除染効果が高いと考えられ、チェルノブエリでも「菜の
花プロジェクトとして取り組まれてきた。 

②単作では採算がとれないので、イネ－ナタネ－大豆－ 
麦－イネの輪作で取り組むのがベスト 

③汎用コンバインでは収穫ロスが多いのが問題となる。 

④除染効果は大豆に次いで高い？ 

カリ吸収量 なたねは作物中第2位 ８８.８ｇ/ｔ  

子実中のカリ含有量 大豆はもっとも多い1900mg/100g 
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作物収穫物１ｔあたりの全地上部のK2O吸収量 
 ベスト20 

順
位 
作物
名 

窒素 りん
酸 

カ
リ 

順
位 
作物名 窒素 りん

酸 

カリ 

１ たばこ 36.8 16.4 98.6 11 えだまめ 9.57 2.02 17.2 

２ なたね 71.0 23.9 88.8 12 トウモロコシ 10.7 4.43 17.3 

３ 茶 131.6 26.2 67.3 13 露地メロン 5.08 2.02 15.7 

４ いんげん 50.1 15.7 55.6 14 桑 12.5 2.13 10.5 

５ あずき 40.68 15.3 35.4 15 イネ科牧草 6.50 2.50 10.2 

６ 大豆 69.2 16.3 32.1 16 二条大麦 14.5 6.17 10.0 

７ 六条大麦 20.3 7.8 31.4 17 れんこん 8.0 1.80 9.13 

８ 小麦 25.2 9.5 31.1 18 ごぼう 6.74 2.90 8.75 

９ 落花生 63.0 7.4 26.8 19 ほうれんそう 4.63 1.29 8.51 

10 水稲 18.7 9.25 26.4 20 こんぱ牧草 6.25 2.20 8.38 

注 穀類・豆類は乾燥子実 

  「わが国の農作物の養分収支」尾和尚人（農環研1996年）より 

カリ吸収量の多い作物ほど放射性セシウムを良く吸収す
る。 

①雑草の一斉刈払いを行い、ナタネを播種する
のが最も除染効果が高いと考えられる。 

②酪農家の支援を受け、刈払いと梱包を行い火
力発電所、ごみ焼却場で焼却、焼却灰･飛灰を
回収して原発に移送。 

年間５０ｔ（25kg/ｈ）の搾油場の整備 
圧搾・スクリュー方式 

搾油能力 15ｋｇ／ｈ 搾油能力 30ｋｇ／ｈ 

①大豆はスクリュー式でないと搾油できない。 

②なたね・ひまわりは圧搾機で１番絞りを行
い、スクリュー方式で２番絞りを行う。 

絞り粕がフレーク状になり、メタン発酵・液状化
が早まる可能性がある。 

冷却器 

ｽｸﾘｭｰ式
搾油機 

焙
煎
機 

発電機 

原料貯蔵保
冷施設 

（大豆･ひ
まわり･な
たね) 

更 衣
室 

3間（５４０） 

メタン
ガス 

作
業
用
テ
ー
ブ
ル
兼
収
納
棚 

製品収納棚 

メタン発
酵槽 

ガス充
填機 

洗

浄
機 

圧 搾 式
搾油機 

充
填
機 

沈
殿
精
製
瓶 

充
填
包
装
室 

 

液肥浄化槽 

液肥製品置場 

メタン発酵槽 

搾油所を整備したエネルギー自給型有機農場の普
及で除染と安全な食・エネルギーの地産地消を実現 

  －植物油でジーゼル発電機を動かし電気は自給－ 

洗浄水・油粕混合槽 

消化液 ゼオライトで
セシウム除去 

液肥として有
機圃場に還元 

カリ欠乏土壌
にしてナタネ、
ヒマワリを栽培 

   除染が終了したら 

イネ‐ナタネ‐大豆‐麦‐イ
ネ 

ヒマワリ－ナタネ－大豆－麦 

などの輪作で食とエネルーの
地産地消を実現 

食用油の収益性の確保 

注１ 食用油は330mℓを想定した暫定価格 

作物(品種名:油脂
成分) 

搾油量
(330cc) 

単価 粗収益 

180 20㍑( 60本) 800円 48,000

円 

250 450円 94,500

円 

ヒマワリ(サンフラ

ワー:40%) 

100 33㍑( 100本) 800円 80,000

円 

５０００Ｂｑ～ 

 大豆＋ナタネ 

大豆48,000 ナタネ 94,500    
粗収益 142,500 

所得92,625（所得率６５％） 

５０００Ｂｑ～ 

ヒマワリ＋ナタネ 

ヒマワリ80,000 ナタネ94,500   
粗収益174,500 

所得  104,700（所得率６０％） 

~５０００Ｂｑ 

イネ ＋ ナタネ 

イネ140,000 ナタネ94,500    
粗収益234,500 

所得 140,700（所得率６０％） 

従来の作付け体系  
(イネ+麦） 

イネ140,000 麦60,000        
粗収益 200,000 

所得 120,000 （所得率６０％） 

収量 

注１ ナタネは無エルシン酸品種（キラリボシ、キザキノナタネ、など） 
非遺伝子組み換え種子を使用。交雑防止のため毎年種子更新を行
う。 

大豆（タチナガハ:19％） 

ナタネ(キラリボシ:32％） 70㍑（210本） 
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下水汚泥処理施設、ごみ焼却施設における 

放射性物質の蓄積 
（2011年T県の測定結果） 

注１ 6月上旬測定の下水汚泥焼却施設の煙突からの排出
ガス ０．０３～０．０５μSv（6月8日の１ｍの放射線量率 
０．１３１μＳｖ）                             
注２ ※放射線量率はパナソニックZP－145Pにて測定した

施設周辺地域の値である。★東京都江戸川区の一般廃棄
物焼却施設で、飛灰から９７４０ベクレルの放射性セシウム
が検出されたことが２７日に判明したため、１５都県で測定

した。                                       

福島原発から飛び散った放射性物質を最も効率よく安全に
回収する施設になった。 発電を兼ねた世界有数の施設。  

  

蓄積 
部位   

測 
定 
日 

下水汚泥 
焼却施設   

測 
定 
日 

放射 
線量率   

測 
定 
日 

  
ごみ焼 
却施設   

飛   
灰 
  5月 

上旬 
  

３８０００ 

Bq   
  7/8 6,060 

焼 
却 
灰 

5月 

上旬 ３２０００   5/27   0.53 
μＳｖ 

7/8 816 

ス 
ラ 
グ 

5月 

上旬   ２８０００ 5/27   0.17 7/8 289 

地上1m   
※ 

0.145 ※ 0.17 ※ 0.145 μSv 

Bq 

クリンパーク茂原 

ゴミ発電・灰溶融・スラグ化
飛灰はペレット化➠原発へ 

栃木県宇都宮市茂原  一市三
町（宇都宮市・上三川町・旧石橋
町）のごみ焼却場 バグフィルター
でセシウムを捕捉、焼却灰はスラ
グに、飛灰はペレットに加工 

セシウムが集積されるので、飛散
した放射能物質を福島原発に安
全に戻すことが可能になってい
る。 

灰溶融スラグ：放射能
が集積され、放射線量
率は低くなる。 

相馬共同火力発電株式会社 

新地発電所に本格的な 

バイオマス発電設備を 

１．バイオマス燃料の種類 
  木材を伐採したあとの未利  
  用の残材をペレット状に加工
したものです。 

２．バイオマス燃料の使用方法 
 荷揚げ設備、貯蔵サイロ等
を設置し、石炭と混合してボ
イラーで燃焼します。 

３．バイオマス燃料使用量 
 ・年間１４万トン程度（石炭の使
用量は、年間約５００万ト
ン） ・混焼率 ３％程度（熱
量ベース） 

 ・二酸化炭素削減量 ２３万ト
ン程度 
 

４．今後の主なスケｼﾞｭー
ル 

貯蔵サイロ据
付開始 

平成２
３年 ５ 

月頃 

アンローダ（バ
イオ専用荷揚
げ装置）据付開
始 

平成２
４年 ４ 

月頃 

  

バイオマス船入
船 

平成２
４年 ８ 

月頃 

バイオマス燃料
燃焼開始 

平成２
４年 ８ 

月頃 

問題点 

電気集塵
機である。 

灰溶融施
設がない。 

混焼率が
低い。 

地震・津波・原発・風評被害
の直撃を受けた有機農業者 

NPO法人 民間稲作研究所会員農家26名の実情 

 
 

今年度イネの作付けを中止した有機認定農家及び
圃場は以下のとおりです。なお10ｋｍ圏内の農
家６戸、津波で完全に崩壊した農家が５戸、延べ
面積で約１２ｈa含まれ、放棄又は数年間耕作が

できない可能性があります。 

 
区分 作付面積 単収/10a 予想収穫量kg ~10km圏内 10～30ｋ圏内

  

有機 4,354a 420kg  182,872    ６人   １９人 

 

転換  734  450 33,021    ２人    ３人 

 

特裁  760  480 36,413    ３人  

  
計  5,847a   252,306   被害農家数  ２６戸 

南相馬市で有機稲作の再開に向け
た取り組みが9月24日にスタートす
る予定です。ご支援ください 
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土壌及び白米･玄麦中の過去最大の
セシウム濃度（1963年） 

水田３９Bｑ/kg 畑 31Bq/kg 

白米4.2Bｑ/kg 玄麦 44Bq/kg 

玄米・玄麦の濃度とセシウム降下量の
相関式 

イネ→ 玄米への移行係数 ０．１ 

      Y＝５２Ⅹ
０．６５９ 

麦 → 玄麦への移行係数 １．４ 

      Y＝４７Ⅹ
０．９１８ 

  （農環研報告２４ ２００６ ）
 

田植・麦収穫・大豆の播種まえに広がった土壌
の放射能汚染、麦・イネとも汚染は少なかった。 

試料採取地点農耕地(Bq

／/kg) 

那須町水田             685 

那須塩原市水田  1,826 

大田原市水田         746 

日光市水田          1,037 

矢板市水田          1,128 

那須烏山市水田     182 

宇都宮市水田         115 

鹿沼市水田             246 

佐野市水田               49 

栃木市水田             102 

小山市水田             218 

上三川町水田         275 

真岡市水田             126 

高根沢町水田         292 

上三川（生協）   994 

    放射性セシウム暫定基準値 

飲料水     200 Bq/kg         
牛乳・乳製品 200 Bq/kg 

野菜類 500 Bq/kg 穀類500Bq/kg  

肉・卵・魚・その他 500 Bq/kg 

    放射性ヨウ素の暫定基準値 

飲料水・牛乳 ３００Bｑ/kg 野菜（根菜・
いも類を除く）２０００ Bｑ/kg 

① 大豆はカリウム欠乏土壌で栽培するとセシウムをもっとも良く
吸収する作物である.（北大 渡部先生）               
② 大豆はシイタケに次いでカリウムを１９００ｍｇ/１００ｇ多く含む.

（5訂版 日本食品成分表）   

５０００Ｂｑ以上では雑草
大豆ヒマワリ菜の花プロ
ジェクトで除染を実施 

５０００Ｂｑ以下は雑草･
菜の花で除染し、春から
封じ込め作戦で吸収を押
さえよう。 


