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9/5フォーラムⅠの報告 

230919 

新しい公共をつくる市民キャビネット
農都地域部会政策担当  下川正和   

午前中：バイオマス分科会 
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 社団法人 日本有機資源協会              

バイオマスの 
 

豊かなる大地、永遠の地球 
 

使おう、広げよう 

バイオマスマーク 
 

 
 
 

再生可能な 
バイオディーゼル燃料の動向について 

～地域活性化、地球温暖化防止、地域エネルギーセキュリティの確保のために～ 

 
 
 

 Japan Organic Recycling Association 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.jora.jp/ 

福島復興フォーラム第１部 平成２３年９月５日 

バイオディーゼル燃料とは 

【目的】 
○バイオディーゼル燃料は、主に植物油を原料として、軽油代替燃料として利用される。 

【原料】 
○国内では廃食用油利用が圧倒的に多く、粘性や引火点を低くするためにエステル化さ  
 せて作られる。 

※海外では、油糧作物（搾油）からの直接製造が多いが、国内ではコスト面のハー  
 ドルが高く、ほとんど行われず食用に利用後、回収利用されている。 

【製造方法】 

○エステル交換反応の方法により、「アルカリ触媒法」、「酵素法」、「固定触媒法」、  
 また、触媒を使わない「超臨界メタノール法」、「加熱蒸気メタノール法」な 
 どがある。 
○このうち、工業プロセスとして完成し、一定の品質が確保でき、安価に製造で 
 きる「アルカリ触媒法」が主流となっている。 
○また、反応後は精製（不純物等の除去）が必要であり、その方法により水洗浄  
 の場合「湿式」、水を使わない「乾式」（通常呼称）とがある。また、「蒸  
 留」による精製法もある。 

６ 

http://www.jora.jp/
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国 等 

 

バイオディーゼ
ル燃料生産量 

（2008年） 

 

原料油 

 

バイオディーゼル 

燃料使用方法 

ＥＵ 881.3万kℓ 菜種油 

大豆油 

ひまわり油 

ド  イ  ツ：Ｂ５、Ｂ100 

フランス：Ｂ７、Ｂ30 

イタリア：Ｂ５、Ｂ30 

ｱﾒﾘｶ 265.0万kℓ 大豆油 

廃食用
油 

Ｂ20、Ｂ100 

ﾌﾞﾗｼﾞ
ﾙ 

116.7万kℓ 大豆油 Ｂ２ 

日本  約1.3万kℓ 廃食用
油 

Ｂ100：ごみ収集車、
公用車、トラック 等 

Ｂ 20：市バス（京都
市） 

Ｂ ５：公用車、トラック
等 

主要国におけるバイオディーゼル燃料生産量 

世界のバイオディーゼル燃料の現状 

ＥＵにおけるバイオディーゼル燃料生産量 

 

○ バイオディーゼル燃料は、ＥＵでの生産が多い。菜種、大豆等から直接バイオディーゼル燃料を製造。 

○ バイオディーゼル燃料の原料、使用方法も国の事情を反映したものとなっている。 

 

出典：European Biodiesel Boardを基に農林水産省作成 
出典：European Biodiesel Board、National Biodiesel Board、ＡＮＰ 
    エコ燃料会議報告書等を基に農林水産省作成 
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       ＥＵ（特にドイツ）のバイオディーゼル事情 
・EU全体で温室効果ガスの削減に取り組んでおり、バイオ燃料の利用目標等を 
 欧州バイオ燃料指令で定めている。 
 （２０１０年末までに混合目標比率５．７５％（１８００万トン）、達成のための免税措置） 
 
・ドイツにおいても、ＥＵ指令を受け、バイオ燃料の最低混合率の目標を掲げている。 
・ドイツのバイオ燃料の生産量は次の通り。（単位万キロリットル） 
               ２００４年   ２００５年   ２００６年   ２００７年   ２００８年 
    ○バイオエタノール    ３       １７       ４３      ３９      ５７   
    ○バイオディーゼル  １１８      １９０      ３０３     ３２８     ３２０ 

・バイオディーゼル燃料の原料は、ナタネが主、他に輸入の大豆油、パーム油。 
 ドイツは、ＥＵの中でも最大のナタネ生産国。  
・バイオ燃料割当法により、バイオ燃料の最低混合率を段階的な導入で義務付け。 
  ○バイオディーゼルの最低混合率 ４．４％ 
    ○バイオ燃料総合混合目標は、２００９年６．２５％（改定５．２５％に縮小） 

・バイオディーゼル燃料利用はＢ５、Ｂ１００が基本。最近、鉱油税の減免措置が 
 小さくなり、生産量が減少傾向。 
・ディーゼル乗用車が普及していることを背景に、ガソリンスタンドでもバイオ 
 ディーゼル燃料を販売。また、トラック、建設用重機、トラクター等の利用も多い。 
・なお、副生産物であるグリセリンは精製して化学製品、化粧品等に、ナタネ粕 
 は飼肥料に利用。 

（各種資料より作成） 
３ 
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市民の手によるバイオガスプラント、その意義と可能性 

 
－バイオガス キャラバンの経験から－ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

バイオガスキャラバン  

   桑原 衛 

2012/5/29 １ 

2011年9月5日 

2012/5/29 

オカラ、厨芥 

畜粉・し尿 

茎や葉 

この部分は下川が追記 

バイオガス 

メタン発酵 

液肥 
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ポリエチレンバッグのバイオガス 

• 様々なタイプのバイオガスプラントをお施
主さん、ボランティア、地元の有志が集って、
作っています。 

2012/5/29 9 

 
 
 
 
寒冷地向け家庭用  
 
容積１０ｍ３ 
発酵温度 ３０度 
ガス発生量 ２～５ｍ３／日 
 
原料 
 し尿・おから ３０～８０ｋｇ／日 
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地元の土建屋さんも心強い味方！ 

 

2012/5/29 11 

型枠は皆で10回は使いまわす 

 

2012/5/29 12 
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次は９月下旬、福島 郡山での建設予定 

 

2012/5/29 13 

バイオマス活用の実態に即した
事業実施へ向けて 

福島復興フォーラム第１部報告（バイオマス活用） 
ＮＰＯ法人バイオマス産業社会ネットワーク理事長 

泊みゆき 
２０１１．９．５ 

14 
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失敗続きの日本のバイオマス利用： 
バイオマスの利活用に関する政策評価 

• ２０１１年２月発表 
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/39714.html 
  「1300億円をかけた国のバイオマス事業の８割以上で効果が見られな
い」 

• 政策目的の達成度を測る数値目標の具体的
根拠が不明確 

• 目標達成度の把握が不十分 
• 構想に掲げる取り組み項目の進捗が不調 
• バイオマス関連施設の稼働や採算性が低調 

・ＣＯ２排出量削減などの政策指標設定、コス
ト・効果把握・公表などを行うよう勧告 

 15 

放射能汚染地域へのナタネ、ヒマワリ
等の栽培について 

• 通常なら食用が好ましいが、汚染地域では困難 
• 除染効果は限定的。耕作維持効果が主目的か 

• ＢＤＦ利用だと付加価値化が限定的。マテリアル
利用も検討してはどうか。（潤滑油であれば、３０
０円／リットルでの販売が可能） 

• 食用以外の利用（工業利用、マテリアル利用、ヤ
ナギなどエネルギー作物等）で、ＢＤＦに限らず
検討してはどうか 

• ナタネ畑、ヒマワリ畑の光景は復興の象徴となり
うる 
 

16 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/39714.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/39714.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/39714.html
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午後 除染と農地復興分科会 

現場からの医療改革 
福島での活動 

東京大学医科学研究所 

上 昌広 
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26 

20 

医師 

219 

180 

看護師 

196 

283 

その他 

南相馬市の医療 
（緊急時避難準備区域の病院） 

5病院で57％の常勤医師、55％の看護
師、41％のその他医療スタッフが、震災
以後離職している。（8/1現在） 

５病院すべてで医療スタッフ不足 

医療崩壊寸前 

仲間に呼びかけよう 

多額の調査費の行方 
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豊かな浜通りの復興の拠点 
南相馬からクリーン化 

市役所、ＪＡそうま、原町商工会議所
（青年部）、ＮＰＯ、住民との連携で 

2011年９月5日 
日本原子力学会フェロー 

工学博士 天野治 
南相馬出身 

平成２３年９月5日 
福島復興フォーラム 
放射能除染と風評への取り組み」 13：15〜15：20 
 

+ 

+ 
+ 
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+ 
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+ 
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+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

土の粒子はマイナスに帯電 

土の粒子に付着する 

セシウム
はプラスに
帯電 

セシウムの1/100から1/1000は

イオン化して水に溶けるが，量
的に少ない 

+ 

セシウムの付着 



2012/5/29 

12 

農作物を放射性物質から守る 

土壌が50,000Ｂｑ/ｋｇ お米 500Bq/kg(基準値） 
 

奥村 宣彦さんの畑の除染（2011.8.７AM) 

• 表土剥離前 2.4（1.03）マイクロSv/時 

• 剥離後  0.4（0.11） 

• 表土 1.20（0.76） 

• 表土を３０ｃｍかぶせる 0.60（0.24） 

 

• 横須賀さんの田んぼ 耕耘機（１０ｃｍ攪拌） 

• 1.6５（0.65） 

（注）かっこ内は遮蔽付き測定器にて 



2012/5/29 

13 

     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 

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。 
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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。 

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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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 

ふくしま復興ファーラムⅠ 
復興・再生現地レポート 

南相馬市の状況と復旧・復興へ
向けた取組み 

 
 

連合福島相双地域連合 議長 澤田精一 
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南相馬市の状況（平成23年8月30日現在） 

• 小高区と原町区の南側一部（概ね107k㎡）が20㎞圏内の警戒区域、残りの原町
区と鹿島区の一部（概ね181ｋ㎡）が30㎞圏内の計画的避難区域及び緊急時避
難準備区域、残りの鹿島区（概ね111ｋ㎡）が30㎞圏外となっている。 

• 福島第一原子力発電所の事故を受け、本市では、バスでの集団避難や自主避
難により、多くの市民に群馬県片品村・草津町・東吾妻町、新潟県長岡市・上越
市・三条市・小千谷市などに避難していただいた。その後も自主的な避難が続
き、市では3月26日頃の人口を、1万人程度と見込んでた。 

•   現在では、市内で計測している放射線の測定値が下がり安定していること、
ほぼ市内全域で電気・水道が使えること、緊急時避難準備区域、計画的避難区
域に変更され、屋内退避が解除されたことから、多くの市民が避難先から戻って
きている。 

• 所在確認状況（8月29日現在） 
住民基本台帳人
口（平成23年2
月28日） 

市内居住者 市外避難者 
所在不明者
（死亡者を
含む） 

小高区 12,834人 3,928人( 89人) 8,467人(  973人) 439人 

鹿島区 11,610人 8,966人(  1人) 2,128人(  162人) 516人 

原町区 47,050人 26,964人( 30人) 18,783人(1,755人) 1,303人 

合計 71,494人 39,858人(120人) 29,378人(2,890人) 2,258人 

被害の状況 

（１）人的被害（平成23年8月24日現在） 

①死者       640人 

②行方不明者    23人 

③負傷者       59人 

    （重傷者 2人、軽症者 57人） 

                                   

（２）住家被害（平成23年8月26日現在）        地震による被害（小高区） 

  全世帯数 23,899世帯 

①被害世帯  1,635世帯 

②全壊     1,180世帯 

③大規模半壊  102世帯                 

④半壊       77世帯 

（３）農地流失・湛水等の被害推定面積 （単位：ha） 

耕地面積 

（H22 年度） 

農地流出・湛水等 推定面積の田畑別内訳の試算 

被害推定面積 
被害面積率
（%） 

田耕地面積 畑耕地面積 

8,400  2,722 32.40 2,642 80 

津波を受けた八沢排水機場と湛水した農地   
（鹿島区北海老） 
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南相馬市復興ビジョン（一部抜粋） 
復興の基本理念 
３－１ スローガン 

「心ひとつに 世界に誇る 南相馬の再興を」 
 市民がひとつになって元気と笑顔を取り戻し、未来を拓(ひら)く子どもたちが郷土を愛し夢と希

望を抱く、世界に誇れる南相馬の実現 

３－２ 基本方針 
 基本方針－１  
  「すべての市民が帰郷し地域の絆で結ばれたまちの再生」 
   被災で避難している市民が地元に戻り、それまで育まれてきた絆（地域コミュニティ）の中

で市民一人ひとりの生活基盤を再建する 

 基本方針－２ 
  「逆境を飛躍に変える創造と活力ある経済復興」 

  震災により甚大な被害を受けたが、この逆境に負けずに、地元産業の再生ひいては新たな
活力を創造する経済の復興を目指す 

 基本方針－３ 
  「原子力災害を克服し世界に発信する安全・安心のまちづくり」 

  地震、津波、原子力災害を受け、原子力に依存しない安全・安心のまちづくりを推進するた
め、あらゆる英知を結集し、市民が主役となる南相馬の復興を世界に発信する 

南相馬市バイオマスタウン構想（平成20年7月31日公表） 

堆肥の 
  活用 

液肥の 
  活用 

木質の 
活用 

BDFの 
  活用 

家庭 
市街地 

農地 

畜産 

山林 

菜 の 花
畑 

農業機械等燃
料 

 

南相馬市におけるバイオマス利活用の相関
図 

安全・安心な農産物
供給 

土は生命の母
体 

 

 

チップ・ペレット加工
施設 

ＢＤＦプラント 小収店 液肥化施
設 

堆肥センター 

菜種油製造工
場 

木材製材所 

再 資 源
化 

 

資源ゴミ 

生 ご
み 

液
肥 

稲ワラ、籾殻 
飼料作物 

家畜排せつ
物 

木くず 

 

木くず 

林地残材 
材材 
液肥 

ペレット燃
料液肥 

菜種 

食用油 

廃食用
油 

木材 
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      八津尾 初夫 
   （南相馬市萱浜行政区長、震災遺族会代表） 

復興ひまわり大作戦実行委員会 

代 表 八津尾 初夫 ６１歳 

家族 

母・息子夫婦 孫三人 
震災津波により妻を亡くす 

職業 農業【専業】 

●水稲：１５ha 
●ブロッコリー：１３ha 
●施設園芸：野菜苗・花苗 
    年間７０～８０万鉢 

従業員：５名 
パート：５～６名（繁忙期） 
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復興ひまわり大作戦！ 

この度の東日本大震災と東電原発事故で我々の 
地域農業は壊滅的な被害の状況にあります。 
しかし、この逆境に立ち向って行かなければ 
なりません。 
私たちは「立ち上がろう」「今できること」を 
被災者の墓前に誓いました。 

その最初の行動として「復興ひまわり大作戦」と名付けた事業を実施しまし
た。 

まずは風評被害の払拭 

正しい知識を伝えることが大事！ 
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震災後栽培した野菜 
８月１８日に採取    

（許容値５００ベクレル／ｋｇ） 

• じゃがいも ８６ベクレル／ｋｇ 

• さつまいも ８７ベクレル／ｋｇ 

• とうもろこし ４６ベクレル／ｋｇ 
  

ひまわりの植わってない土 ８００ベクレル／ｋｇ 

内部被ばくも「自然に」している 

40 
旧科学技術庁パンフレットより 
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３年後を見でろよ！ ３年後を見でろよ！ 

おわり 

志賀文夫双葉町職員組合委員長 

• 震災対策、復興基金他の政策対応について 

稲見哲男民主党震災対策本部 
    福島県対策室長 衆議院委員 

• 加須市の避難生活から復帰に向けて 
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主催者側挨拶 

古賀伸明ＮＰＯ法人ＮＰＯ事業サポートセンター
代表理事より挨拶  

  ・除染して生活環境を復興、農地を復旧 

  ・職の無い状況に雇用を確保して生活復興 

  ・燃料作物を植えＢＤＦを活用して風評打破 

  ・再生エネルギー活用で持続型社会の形成 

パネルディスカッション 

・風評打破に向けて 

  ・孫に食べさせられる農地・農業の復興 

  ・消費者心理・感性が納得する農作物 

              

  ・汚染の心配の無い農地：表土漉きとり等 

  ・情報開示された安全な作物：計測・公開 

  ・汚染されていない作物の都市での消費 

  ・農都連携ネットワーク 


