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株式会社大地を守る会の放射能検査体制について

吉田平11生点

1 .震災後 の消 費者 の動 向と

組織対応について

向精度の放射能の検査体加を民IIiJ組織としては，

いち早く構築しようと批進してきましたが， 3.11 

以降の宅配利用者から寄せられた声が最終的に体

制構築大きく影響をしておりま寸ので，ある程度時

系列を追って記録にとどめておきたいと思います。

2011 年 3)J11 ICIは，金11辺|こlでした。言Ij日の木曜日

;二金11111配j主分の仕分けは終了しており，当 IJも配送を

している会主1:の努力があり，ほとんどの会員に注

」どいただいた荷物をお灯lけすることができました。

宅配はJJ111';1日から金lliI!日に前のj[，'i)にご注文いた

だし、た荷物をおfliiけするシステムで，次の配送は 3

)J J!I 1ニ1(JJ)，そのための商品仕分けは3)J13日u二)

(こなりますが，当初:の商品仕分けを行う千葉県習志

野市の子fJι野物流センターは，液状化が激しく， 3

JJ 11 1二i時点では，十字FG，上下水道とも断ノIJ(，ブjス

も!とまってしまいまし

十字iEがどうにか 1:111'111]iこ復旧したため， 1=1111';11二!に

は無事前jiiidj:分けを実施することができ， )J 11祝日以

降も何とかご、注文いただいたn'fjJIJ~il をお Hii けするこ

とができ，この II;~'点では，会員の 7:ÎからはîWÎrWJ が hYi

かないと忠っていたので，胤いたことへの感謝の

メッセージが布:せられました。民災当日から，首都

!{.'!でも!ii;預からi;立屯j也ベコお米， ;J<.をはじめとする食

料I111の目し、日めがはじまり， 一時的な食料パニック

状f患となっていました。

2. 福島第一原子力発電所の

爆発事故当初

そして， 3月 13日に福島第一寸京子力発電所の燥発

事I肢が起きてしまいました。首都出にも放射性ヨウ

おやセシウムが昨り aぎ，ミネラルウォーターのさ

らなる買い占めが横行二しました。大jむを守る会では，

チェルノブイリの事故から，ヨウ奈は特に小さな

株式会役大地をヘ1る会 CSRJfI'i!J!，;I: CSR j(jj盆，i~tl 上、

(KaZllO Yoshida) 

子どものIfl状腺に寄稿し将来的な癌のリスクが高

まるということから， 3歳未満のおラーさんをお持ち

の会員の方を佐先して，ミネラルウォーターをお届

けすることにいたしました。

この|時点では，夜、たちも放射能を測定する苦言を

所有しておりませんでしたので，入手しやすいガイ

ガーカウンターを買い求めるなど，食品仁[:1の放射能

iJllJJtの必要性を認識させられました。

そこで， 4月初旬には，精度は低いものの総放射

線沿がiJllJ定で、きる rNa!(ti)シンチレーションサーベ

イメーターj を 2 台購入し，まずは[~が定めた腎定

を超えていないことを検査する体制を構築

しました。 I司H寺にサーベイメーターによる測定には

限界があるため， rll:-}J特茂に核種1l}:の放射能をiJ!lJiiで

きる rNa!(ti)ガンマ線スペクトロメーターJ4 f=iと

'J;n'[ 1 Na! (ti)シンチレーションサーベイメーター

。:l(iLJ-521i!12!Y500!1 ，治文!JCOPY
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短時間で高精度に測定可能で日公的措院で使用され

ている fゲルマニウム半導体測定装置j を発注し，

正確な測定体制の情築へと踏み出しました。

3. 主要産地の被災状況

大i-!hを守る会の主姿産地は，牛肉は岩手県久惑市

山形町の JA新いわて f久諮短角牛Jl巴育部会J，Jl家内

は，宮城県古川市，主主米市，石巻市で養豚を営む f仙

台黒}f家会j です。

久慈市沿岸で1土石油備蓄コンビナートや漁港が

津波で甚大な被災状況となりましたが，短fil牛の

産地である山形i百丁は山間部で幸いにも津波による

被害はありませんでした。また，銅料は粗館料多

給の飼育方法であるため，自給飼料として秋に仕

込んだデントコーンサイレージがまだ豊富にある

時期で，飼料輸入浴の損壊による影響もありません

でした。

しかし，停電が 3日間ほど続いたため，牛舎への

飲7Jくの供給ポンプが動かず，雪を食べさせるという

状況となりました。また，予定岡本全体を襲ったガソ

リン不足により，山形可はもとより，紫波にある

手畜立主流通センターJが機械を動かせない，処理後

もトラック輸送するガソリンがない為に2週間出荷

することができなくなりました。

I {山台黒豚会j もさドい豚舎への大きな被害は発生

しませんでした。しかし，停電のため飲水の供給が

できなくなり，多くの生産者は沢水を引し、て飲ませ

ることになりました。これは，後臼の検査で判明し

たことですが，出荷再開した一人の生産者の豚肉か

ら2ベクレルという放射性セシウムが検出されまし

た。振り返ってみると， 111や部J1 Iに放射能が降り注

ぎ，その沢水を飲ませたことが原因ではなし、かと推

測しています。また，沢71<.などは与えたものの i一分

な飲み水が確保で、きなかったことが涼因と思われ

る，子誌の死亡率が高くなった生産者もいました。

そして，豚肉屠斎場である「仙北食肉センターj

も牛肉と向じく 20臼1t:J処理が停止となってしまい

ました。この間，大地を守る会で、は，是正存取引先で

ある北海道の肉牛や群馬や徳島の豚肉などで代用

をして，ちたま合だけはお宝すーることができました。

4. 検査体制の確立と情報公開

この放射能とし、かに|向き合っていくのか?どう

すれば消費者と生産者を守っていけるのか?はじ

めに若手したのは原発事故に苦しむ生法者を支援

しようと f福島と北際東の農家がんばろうセットj

を4)=]4日から!I反売隣始しました。この販売に際し

て，消費者の放射能への不安な軽減するために「放

射能汚染食品測定家勺へ出荷前の野菜の事前制定を

委託しました。この時点では，政府が設定し

髄以下であることの確認と情報公開となりまし

キi放射能汚染食品百!日〉主主は，チェルノブイリの原発を受け

て，邸内での食品への放射能汚染を自主的;こ測定していく

ため，大li!lを守る会や生協などが出資 .iill常を行ってきま

した。 NaI(ti)ガンマ線スベクトロメーターによる測定を

行っています。

:写真 4 ジャガイモをシンチレーションスベクトロ
メーターで事前測定しているところ。
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5. 放 牧 地 の 牧 草 検 査

短角正|二は「夏山冬里方式Jといい，牧草が生育す

る5月上旬から 10月下旬まで，母牛と仔LI二を l~il也
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に放牧します。2011年も 5J~ のゴールデンウィーク

IYJけには放牧を開始するスケジューノレでしたが，セ

シウムの飛散が懸念、されたため，放牧 1::1を順延し，

5)] 13 1ヨに放牧地の宇悉草をゲルマニウム半導ー体
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測定器を所有する日立協和エンジ

ニアリングに測定を依頼しました。

測定結果は，採取方法が牧草の根

元から取るという li:J違った方法で

あったために， 一部にことも混ざって

おり約 800ベクレル趨というiJ11J定結

果となりました。しかし，この検査

により，岩手県北にも放射能が飛散

してきたという事実が判明いたし

ました。この結果を受け岩手県が久

慈を含めた県北の牧草を検査し，滝

沢村でIJ.女牧基準をj国逃しているこ

とが半1]1児しました。 ILi形IIJTの1交ifiは

再検交の結果， 50ベグレノレで、あるこ

とが確認され， 5月 151ニ1に牧野へ短

角!.j二をILIJ二げすることができました。

6. 汚染 対 策 と 除 染

への挑戦(その1)

仙台県豚会は輸入の NON-GMO

トウモロコシを主な飼料としている

ために，前述の沢水による;認すI~~~!以外に

は，放刻能は検出されませんで、したし，

今後も大きな放射能汚染(こ|燥される

可能性は低し、と判断しています。

しかし，放牧を飼育の基本とし，

地フじの牧草や!~[L.草，イナワラ，デン

トコーンを多給， {:Ll二げの濃厚師事|

に国政穀物だけを給如している flll

形村鈍角ノ|二勺は，放射能汚染と直

田iサーることとなりました。 Lj二オ三井との

姿である放牧を取り入れ，飼料の[:11

産自給率 100%を達成した取り組み

は，福島原発事rl&により，すべてが

逆風となってしまったのです。

すへてのìJllJ :J:: ~li来(立大地を守る会の

HPにて公開していますc

http://www. daichi. or・jp/井dmk-im

pressing-stack-02 
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と大地を守る会が f安心・安全・美味ししリ

をそットーとして作り上げた「山形村短角正|二j が，

多少なりとも汚染される可能性に指をくわえたま

ま被害者ーになるのか?それともこれからの日本の

畜産のあり方を問うためにも，放牧と国産飼料でも

汚染を排徐できるのか?実現の可能性やコスト函

での検討を定手県北広域版興局や久慈市農政部の関

係者も交えて繰り返し，まずは出荷を控えた短角ま|二へ

の汚染を排除することを最優先に，自給作物への除染

実験にも取り組むこととしました。

(ア)出荷を控えた短角牛への対策

すでに出荷適齢期を迎えているあるいは出荷間

近な短角牛には，部定結果が判明するまで l悉草と

2悉主主を給餌しない方針を決定。その潤は，まだ残っ

ている昨年収穫のデントコーンサイレージやイナ

ワラ，同じく 2010年度産が原料の濃厚飼料

(THAT' S 国産大li!!.スペシヤ/レ:東日本産業委託製造

飼料)のみを給館。

また，セシウムが牛乳への影響が出ないことから

酪農家が保有している昨年産の牧車(3寄草)と l

栄養似の高い本年産 l番車工を交換，あるいは購入と

いう畜産農家にとっては断腸の患いでの決断をし

ました。これにより，当面出荷する短角牛への放射

能汚染を排除することとしました。

(イ)自給館料への捺染実験

放牧地で採取した牧草からセシウムが検出され

たことから，デントコーンへの汚染が懸念されまし

た。まして，お米と違いデントコーンは， トウモロ

コシの実だけではなく，茎ごと銅料として給餌する

もので，水田の作付け基準は参考ーになりませんG

そこで， r徐染効果があるとされる作物をデント

コーン隣場の一部で育て，その除染効果を確かめる

散り組みを行いました。時期的に菜種の諸種時期は

過ぎていたため，ヒマワリとアマランサスの試験栽

i音を行二うことにいたしました。

(ウ)放射性セシウム結合部の検討

非汚染飼料の確保も限界があり，一定レベルで汚

染された自給飼料，国産館料を活用したIJ巴育あるい

は放牧を維持するためには，金属物笠であるセシウ

ムを体内で結合させ排出することができることが，

チェルノブイリ事故で実績がある顔料 fブ。ルシアン

プノレーj の投与についても検討をはじめました。

まず，汚染飼料から牛肉への移行率は

飼料のセシウム濃度 (Bq/kg)X飼料摂取法(kg/Iヨ)

×移行係数 O.0096 ( 13 /kg) 牛肉中のセシウム濃度

とされます。

また， f ~l三物学的な半減期は， O. 6~60 日j とされ

ています。これはデータが少ないためにl胞が大きく

なっていると忠われるので，最大の 601ヨを指襟と

して採月10
これらをあわせて，給餌する飼料濃度を測定を実絡

し，京牛肉のセシウム濃度 10Bq未満ーを達成するた

めの，飼養子首理iについてあわせて検討を開始しました。

7. 牛 肉 と 豚 肉 の 検 査 体 餅

上記のようなセシウム削減への取り組みを行って

も，やはり子どもに食べさせるのは不安であるという

想いから，豚肉，牛肉とも消費が大li!!.を守る会でも約

30%ほど低下してしまいました。そこで，入荷する肉

の検査と情報公開を 7月 25臼から開始しました。

まずは入荷したすべての牛肉と豚肉を fNar(ti)

シンチレーションサーベイメーター」でそニタリン

グを行い，さらに山形村短角牛については入荷した

全頭，豚肉については入荷した各生産者から l頭を
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6 Nai (ti)ガンマ線スベクトロメーターで

正|ニ肉をiJ!リJiしているところ。

Ir.1J精度に核穏毎の測定がで、きる fNai(ti)ガンマ線ス

ベクトロメーターj により測定を実施し， lOBq未

満で、あることを確認したお肉だけを流通すること

にしました。

測定開始から現在に至るまで，放射線対策が有効に

作用しすべての牛肉と豚肉は不検出となっています。

8. 岩手県産牛肉の出荷規制

放射能汚染に対していち早く，牧草の測定や牛肉

への残留検査を実施し，不検出であることを公表し

ながら，その安全性を担保してきたにもかかわらず，

2011年 8月 213，岩手県全域の牛肉の出荷が制限さ

れる事態となってしまいました。これを受け，大地

を守る会の牛肉への注文は約 50%減という大打磐

を被りました。出荷i克制解除後，徐々に回復はして

きているものの，牛肉，え苦手県立g:，広くは東北地方

の畜産物へのダメージは推し量ることができません。

購入イナワラの汚染実態を知らずに給仕した斎

産農家も被害者ではあります。しかし，あえていわ

せていただくなら， BSEの時にもそうでしたが，生

産者が給餌している餌の内容やその来歴などに関

しての情報収集が不卜分である，あるいは供給する

側も栄養価や肉質改善効果など売らんがための情

報だけを提供しているという実態に大きなf問題が

存在していると思われます。

間様な自体が発生しないことが何よりですが，

BSE，口蹄疫， ，1詰インフルエンザなど畜産を取り巻

く状況は大変厳しいものになっています。正確な釘i

料内容の恨握，いざというときにそのトレースがで

きる体制作りが急務であると考えます。

9. 汚染対策と除染への挑戦

(その 2)

(エ)自給銅料を活用し続けるための除染対策(ゼ

オライト粉末)

当初，チェルノブイリでも実路があり，人体がお

濃度にセシウム被i擦にさらされた時治療薬として

も処方されるプルシアンブルーをその除染対策と

して検討を進めてきましたが，一部で副作用の懸念

もあるという情報があり，さらに安全な除染物質は

なし、かと模索をした結果，本来は肉貿改善で A飼料

として登録されている「ゼオライト粉末Jがセシウ

ムを吸着することがわかりました。

これは，除染を闘的とした実験結果ではなく，汚

染イナワラを給餌していた地域でゼオライト粉末

を館料添加していた農家の牛肉だけーから，セシウム

が検出されなかったことにより実証されたもので

す。現在，山形村ー短角牛肥育部会では，全農家が一

律で給餌している fTHAT'S 国産大地スペシャルJ

に 2~3%配合し，その結果を観察していくことにし

ました。

(オ)園場の物理的な対策

セシウムは7Jcに溶ける金属で，現時点では差是土から

5cm程度のところに残っていると考えられています。
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また，チェノレノブイリでの結果からは，雨により悠

年 lcm程度下がっていくという結果が得られてい

ます。ただし，日本は降水量が多いため 2cm程度深

くなっていくと想定されます。

そこで，ブラウを使用して 30cm程度の土壌を天

地返ししてしまうことを検討しています。土壌のセ

シウムがなくなるわけではありませんが， 30cmの

探さにセシウムを移動させ，その後は大変申し訳な

いとは思いますが，徐々に地下へと移行してもらう

しか方法がありません。コストや表土を剥ぎ取った

後の処理など実現可能な手法が確立されなければ，

この方法により物理的な対策を講じていきます。た

だし，牧車i也など斜商が念、なところでは，この方法

は実施できないという課題も残ります。もちろん，

それ以外にも前述の除染作物(これも除染した作物

の処理が開題ですが)やカリウムの施肥を増やして

セシウム吸収を抑えるなどの様々な実験を継続し

ていきます。

1 O.放射能といかに向き合うか

放射性セシウムの半減期は約 30年といわれてい

ます。また，放射能に簡値(しきいち)はないと考え

られ，できるだけ被爆しないにこしたことはありま

せん。特に小さなお子さんを抱えておられる母親の

方は，非常に不安に思っておられます。

その不安を解消・軽減するためには，食品の放射

線量を公開していくしかないと考えます。何ベクレ

ノレなら安全とはいえないところが一番の問題なの

ですが，消費者自身が摂取する食べ物からどの程度

被曝するのかを知り，自分でコントロールすること

ができる情報を提供していくことが大切です。

大地を守る会はチェルノブイリ原発事故以降

機農業(一次産業)と原子力発篭は相容れなし、」と主

張してきました。コントロールすることが非常に難

しく，事故が起きた際の被害は計り知れないものが

ある原子力エネルギーに依存しない社会への転換

が望まれます。
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