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   １．開 会 

○司会 ただいまから宮城県環境審議会放射能対策専門委員会議を開催いたします。 

 

   ２．委嘱状の交付 

○司会 初めに委員の皆様へ委嘱状を交付させていただきたいと存じます。小泉環境生活部長よ

り交付させていただきます。お名前をお呼びいたしますので、その場にお立ち願います。 

  初めに、石井慶造様。 

  石塚昶雄様。 

  井上千弘様。 

  須藤隆一様。 

  西村修様。 

  細見正明様。 

 

   ３．あいさつ 

○司会 それでは、開会に当たり、宮城県環境生活部長であります小泉からあいさつを申し上げ

ます。 

○小泉環境生活部長 本日は大変年末のお忙しい中、ご出席を賜りまして、また、ただいま環境

審議会の放射能対策専門委員の就任についてご快諾いただきまして、本当に心より御礼を申し

上げたいと思います。 

ご案内のとおり、３月に起きました大震災に伴います福島第一原発でそのころ放射性物質が

宮城県にも飛来しておりまして、その影響が大変深刻な状況になっているところでございます。

これまで大変厳しい状況の中、放射能測定、特にうちの方では今回の津波で測定の拠点となっ

ておりました女川の原子力センターも壊滅いたしまして、そして、大変苦労してまいったわけ

でございますが、本日ご出席されている東北大学の石井先生ほかの全面的な協力で放射能、放

射性物質の測定に当たってきたということでございます。 

とにかく県にとっても本当に始めてのことでもございますし、また、影響範囲が大変広いと

いうこともございまして、初めは本当に手探りの状況で測定体制の強化に当たったわけでござ

いますが、その間汚染稲わらの問題とか、もう相次いでさまざまな問題が発生いたしました。

そして今日に至っているわけでございますが、こうした事態に対応するため、県としまして９
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月に原子力安全対策課、そしてあと広範囲な県民運動といいますか、生活するために県民会議

も持ちました。 

そういうことで体制を整えながら、国の今度の８月に汚染関係についての対応を定めた特措

法も制定されまして、去る１１月にはその基本方針も定まったということで、全般的なこうし

た放射性物質に対する制度的な仕組みというか、枠組みがほぼ整えられたんではなかろうかと

考えております。 

こうしたことを受けまして、先月２０日の日に、やはり大所高所、そして専門的な見地から

ご議論なりご指導をいただく必要があるということで、環境審議会に放射能対策の専門委員の

会議を設置するということにさせていただき、あわせて本日出席の須藤会長の方に今後の除染

を含めた対策のあり方についてご諮問させていただいたところでございます。 

本日は県民会議も開きまして県としてのここの基本方針、後ほど説明させていただきたいと

思いますが、この方針案も提示させて説明をさせていただきました。今後、大変厳しい除染、

そして放射性廃棄物の取り扱いについてちょっと県、市町村、民間も含めて総力を挙げて対応

しないといけないということでございますので、先生方の大所高所のご意見、そしてご指導を

賜って、何とかいい宮城をもう１回取り戻したいと考えております。 

本当に今後いろいろ先生方にご迷惑をおかけするかもしれませんが、今後ともご支援、ご協

力をお願い申し上げまして、簡単ではございますが開会に当たってのあいさつとさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 ありがとうございました。 

引き続きまして、本日配付しております資料のご確認をお願いいたしたいと思います。 

初めに、本日の次第があります。続きまして、資料１と右肩上に資料ナンバーがありますが、

東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた宮城県内の放射線・放射能に関する測定及び線

量低減対策のあり方について（諮問）ということで写しが１枚物でございます。続きまして、

資料２で専門委員の名簿が入っております。続きまして、資料３で、県の放射線・放射能への

取り組み及び県内の放射性物質の汚染状況ということで、少し厚目の資料になっております。

続いて、資料４－１、Ａ３版でございますが、ただいま県で策定中でございますが、被害対策

の基本方針案の概要版ということになっております。続きまして、資料４－２が、その基本方

針案というものでございます。続きまして、資料５－１、特別措置法の概要というカラーのも

のが１枚入っております。続きまして、５－２が、その特措法に基づきます基本方針の概要で

ございます。続きまして、資料５－３は、特措法の基本方針そのものでございます。本体でご
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ざいます。続きまして、資料５－４は、これもカラーになっておりますが、除染対策に係る今

後の作業想定というものでございます。資料６、除染関係ガイドラインについてというものが

その後１枚物でございます。その後、資料７はカラーでございますけれども、放射性物質に汚

染された廃棄物の処理についてでございます。続きまして、その後ろに５枚の資料でございま

すが、廃棄物処理関係に係ります資料が５枚でジョイントされております。最後に、資料８と

いうことで、今後のスケジュールという資料が１枚ございます。 

不足等はございませんでしょうか。よろしいですね。 

  それでは、議事に入らせていただきます。議事の進行につきましては、環境審議会の会長も

されておられる須藤委員にお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。（「異議なし」の

声あり） 

  ありがとうございます。それでは、須藤委員に座長をお願いいたしたいと思います。 

 

   ４．議  事 

    （１）「東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた宮城県内の放射線・放射能に関

する測定及び線量低減対策のあり方について」の環境審議会長への諮問について

（報告） 

○須藤座長 かしこまりました。それでは、一言ごあいさつを申し上げた後に議事進行に移らさ

せていただきたいと思います。 

この専門委員会議は宮城県の環境審議会の一専門委員会議として２０日に諮問をいただいた

わけでございまして、それとあわせて本日、私を含めまして６人の専門委員を決定をさせてい

ただいたわけでございます。これから内容については事務局からご説明をいただきますが、大

変重要な専門委員会議だと私は認識をしております。 

私が常日ごろ申し上げるわけではございませんが、本国民あるいは県民が今最も心配をして

いる環境問題であると思います。そういうことで、先生方の高い知見をぜひここでご紹介いた

だいて、県の行政が進められるよう努力をしていただきたいと思います。 

それでは、大変寒い中をお集まりいただきましたんですが、それに御礼を申し上げて議事に

入りますが、最初にこの委員会、いつまで続くかわからないほど将来が見えない部分も実はご

ざいます。そういう意味で長丁場の専門委員会議になるのではないかと思いますので、先生方

のお互いの理解を深めるために、ちょっと簡単に、一、二分で結構でございますので、自己紹

介をお願いします。それでは、石井先生の方からお願いいたします。 
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○石井委員 東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻の石井と申します。現在、サイ

クロトロンのラジオアイソトープセンターのセンター長をしておりまして、東北大学の福島第

一原子力発電所事故対策本部のリーダーとして現在、宮城県の食品や除染についていろいろと、

アドバイスや実質的な測定をやっております。 

また、福島市に関しても我々が実際に行って、現実にかなり高いんですがそこの汚染検査及

び除染を現在やっており、忙しい毎日なんですが、力になっていきたいと思っております。 

○須藤座長 いつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

次に、石塚委員、どうぞ。 

○石塚委員 日本原子力産業協会の常務理事をやっております石塚でございます。 

私は皆様とちょっと経歴の違うところから出ておりますので、ちょっと長目の紹介にさせて

いただきます。日本原子力産業協会というのは１９５６年にできました社団法人でございます。

純粋な民間団体でございまして、政府の委託費、補助金をやっていないという意味で純粋な民

間の団体でございます。 

現在、社団法人ですので４８０ばかりの社員がメンバーでありまして、主なところでは電力

会社、メーカー、大学、研究所、それから市町村の原子力施設がある地方自治体などがメンバ

ーでございます。そういったところから、少し電力会社とは違ったスタンスで原子力の平和利

用を推進してきた団体でございます。 

私自身ですけれども、１９６８年に法学部を出まして、核燃料の確保だとか国際協力だとか

いったことを政策的なことをやってまいりました。このような専門の委員会を引き受けるかち

ょっと迷ったんでございますけれども、実はこの１２月１１日から１９日までベラルーシとウ

クライナへ参りまして、チェルノブイリはもちろんですけれども、ベラルーシの汚染地区であ

りますチェチルスク、それからウクライナの汚染地区であるコロストンを視察をし、同時に関

係者と意見交換をしてきたところでございますので、多少はこの辺のところはお役に立てるの

かなと思いましておったわけでございます。何とか力になりたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

○須藤座長 ありがとうございました。 

それでは、井上委員、お願いします。 

○井上委員 東北大学大学院環境科学研究科の井上と申します。 

私は土壌地下水汚染修復、そういったものの研究をこの間しておりまして、必ずしも放射線

というものがこれまで土壌汚染の分野でターゲットになってきたわけではなかったんですけれ
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ども、その土壌地下水汚染修復の立場から少しでもお役に立てればと思っておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○須藤座長 私は最後にやりますので西村先生お先にどうぞ。 

○西村委員 東北大学大学院工学研究科土木工学専攻の西村修と申します。 

私は専門は土木工学の中でも特に水道、下水道の衛生工学がもともとの研究の中心でござい

まして、今は水環境、水域、湖沼や沼、海域の水環境生態系の研究調査をさせていただいてお

ります。 

震災後には結構今、松島湾、志津川湾、気仙沼湾の水質調査を進めてまいりまして、水質、  

等の水環境が専門でございますので、そちらの方ではいろいろ研究を進めてまいりましたが、

特に放射線の汚染、放射性物質汚染というところが専門ではございませんので、私の専門の立

場からさらにいろいろ勉強させていただきながら微力でございますが、貢献できるように全力

を尽くしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○須藤座長 ありがとうございました。 

では、細見先生、お願いします。 

○細見委員 東京農工大学の細見でございます。 

私自身、環境省の土壌汚染対策法の制定とか、あるいはその改正についてかかわってまいり

ました。今は環境省でいいますと環境開発検討会のメンバーでもございます。また、除染に関

しましてはＪＡＥＡでおられる諸事業等に再三それにかかわらせていただいております。それ

から、個人的にも今勉強の段階で、本当に汚染土壌から除染という形でチェルノブイリの事故

の後、ヨーロッパ、ＥＵの方ではプロジェクトチームを組まれていて、ＥＵＲＯDASという

か、そういうグループというか、除染に関するプログラムというものがございます。それにつ

いてドイツの方と今連絡をとり合っている状況で、至急そういう知識を早急に吸収してこの委

員会に貢献できたらいいと思っております。よろしくお願いします。 

○須藤座長 どうもありがとうございました。 

それでは、最後に私の自己紹介を簡単にさせていただきたいと思いますが、この仕事をする

に至りましたのは環境審議会の会長であるということから、諮問をいただいたということで私

が全体的なお世話をしましょうということで専門委員を引き受けたわけでございますが、所属

はここに書いてございますように東北文化学園大学大学院教授とは書いてありますけれども、

幾つもやっておりまして、東北大学の方の石井先生や西村先生とも工学研究科で一緒に仕事を

させていただいておりますし、ＮＰＯも立ち上げて、その理事長等も務めております。 
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ただ、いろいろな行政的な仕事は環境省の仕事が非常に多いんで、放射線でいえば例えば海

水浴場の放射線のレベルをどのぐらいにするかというようなことについてことしの夏にも仕事

をさせていただいているところで、放射線自身が専門ではもちろんございませんが、特に水質

基準等をどうやってつくっていくかというようなことについては何十年か仕事を重ねてまいり

ましたので、多少でも皆さんのお役に立てばということでお引き受けをさせていただきました

と同時に、この委員会のお世話をさせていただいて皆さんの進行役を務めさせていただきたい

ということで、よろしくどうぞお引き立てをいただきたいと思います。 

それでは、本来の議事に入らせていただきます。 

議題の（１）でございますが、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた宮城県内の放

射線・放射能に関する測定及び線量低減対策のあり方についての環境審議会長への諮問でござ

います。事務局から説明願います。 

○事務局（伊藤技術主幹（班長）） １２月２０日に宮城県知事から環境審議会会長に対しまし

て諮問をいたしました。その内容についてざっと説明をさせていただきます。 

１２月２０日に須藤会長様に県庁にお越しいただきまして、小泉環境生活部長からお渡しし

ております。資料の裏面にその内容について書いておりますので、読み上げさせていただきま

す。 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により環境中に放出された放射性物質は、本県

を初め広い範囲において影響を及ぼしています。 

環境を汚染している放射性物質への対処は、第一義的には国及び東京電力株式会社がその責

任を負うものであるが、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う県と

しては、県民の福祉増進のため積極的に放射能対策に取り組む必要があります。 

これまで県では、空間放射線量の測定や水道水、農産物などの放射能測定を実施するととも

に、「放射能情報サイトみやぎ」を開設し、積極的に県民への情報提供をするほか、県民から

の相談業務に応じてまいりました。 

今般、平成２３年８月２６日に放射性物質汚染対処特措法が成立し、除染等に関する基本方

針が策定され、県南部地域を中心に除染等に取り組む状況となっております。 

今後とも、放射性物質の対処は長期的に取り組まなければならない課題となっており、当面

の放射線・放射能の測定体制の強化や高い放射線量が認められる地域における除染対策、さら

には総合的な線量低減対策について、高度な専門性と技術的知見に基づく意見を県の施策に反

映させるため、下記事項について意見を求めるものです。 
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記といたしまして、一つ、放射線・放射能に関する測定対策のあり方、二つとしまして除染

を含む線量低減対策の進め方。以上でございます。 

○須藤座長 どうも、ご説明ありがとうございました。 

これが諮問文でございます。委員の先生方、我々の仕事がこういう形で諮問されているとい

うことでございまして、何か今の段階でご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしゅうご

ざいますでしょうか。何かございますでしょうか。よろしいですか。（「なし」の声あり） 

諮問でございますんで、我々としては答申の案をつくらなくてはいけないんですが、この前

のテレビの取材のときにも私これをいつ答申するのかというので随分質問を厳しくされたんで

すが、そのときの答えは長い審議になるんで第一段階、第二段階、第三段階ぐらいの段階で答

申ができればいいかなということをテレビのインタビューではお伝えをしてございます。また、

県とはこれから審議するんでいつ答申するかというようなことはもう少したってからでないと

わからないと思いますが、段階的に結論が出れば私は答申していくのが望ましいと思っており

ます。 

 

    （２）県の放射線／放射能への取り組み及び県内の放射性物質の汚染状況について 

○須藤座長 それでは、特にご意見がこれについてはございませんので、続いて県の放射線・放

射能への取り組み及び県内の放射性物質の汚染状況についてということで、事務局の方からご

説明ください。お願いします。 

○事務局（伊藤技術主幹（班長）） それでは、資料３の方をお開きいただきたいと思います。 

資料３でございますが、県の放射線・放射能への取り組み及び県内の放射性物質の汚染状況

ということで、今まで県が取り組んできた放射線・放射能対策と県内の汚染状況についてまと

めた資料になります。測定の方が結構たくさんやっておりますが、今回この資料は１０月以降

の測定結果をまとめたものでございまして、それ以前のものについてはこちらには入ってござ

いません。簡単に説明させていただきます。 

まず、１ページをお開きいただきたいと思います。 

県では３月１４日から県南部における空間放射線量につきまして継続的に測定を実施してお

ります。３月１６日に一時上昇いたしまして、山元町では１．５９まで上がりましたが、その

後急激に低減いたしまして、現在はある程度低いレベルで安定をしているところでございます。 

次のページをお開き願いますが、市町村の協力によりまして県内の全市町村におきまして定

点に置きました放射線の線量率の測定を毎日実施しておりまして、各市町村基本的に１カ所以
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上ずつ測定をずっと７月１１日以降継続をしてございます。 

続きまして、５ページ、お開き願いますが、こちらは７月中に県内のすべての幼稚園、小学

校、中学校、高校、それから各種学校、特別支援学校ですとか保育所、こういったところの校

庭の中央部を市町村の協力によりましてすべて実施をしておりまして、そちらの結果を８月に

公表をいたしております。 

それから、６ページですが、こちらの方は６月下旬に県と文部科学省によりまして航空機モ

ニタリングによるものを実施しております。こちらはこれにありますように、県の南部、０．

２３以上のところが色がついておりますけれども、県の南部、それから、ちょっとよく見えま

せんが県の北部、それから牡鹿半島に若干色がついているかと思いますが、０．２３以上の地

域がこれによっておおむねの範囲がわかってございます。 

続きまして、今度は放射能のモニタリングでございますが、７ページ、８ページは基準値で

すけれども、１０ページから測定結果の一覧を示しております。先ほど申し上げましたように

１０月以降のデータになっておりますが、現状としてはほとんど検出されずが続いております

けれども、先ほどあいさつにもありましたように、東北大学様のご協力によりまして３月２５

日から定期的に水道水、それから１１ページには農林水産物、それから１４、１５、１６、１

７ページと農林水産物が続きますが、それから、１９ページには水産物、それから２３ページ

には原乳、それから２４ページは牛肉、２５ページは野生鳥獣の肉とか、それから、一部国の

外郭団体で測定しているものもございますが、米ぬかですとか稲わらですとか牧草、２９ペー

ジですけれども牛ふん堆肥、それから、ずっと来まして港湾の大気、海水ですとか、または３

５ページに行きますと工業用水道、それから、３６ページで上水発生、さらには３７ページに

なりますと下水汚泥、それから３９ページには災害廃棄物、放射能の測定。こういったものを

順次実施しております。 

ここには載っておりませんが、米につきましても測定をしております。こちらは国の外郭団

体の方で測定しておりますが、暫定基準値を下回っております。牧草とか稲わらに含まれる放

射性物質につきましては暫定許容値を超過いたしまして、これを給与した牛の肉から暫定規制

値を上回る放射性セシウムが検出されました。そのため、内閣総理大臣である政府原子力災害

対策本部長の方から出荷制限の指令がされておりますが、その後一部は解除されている状況で

あります。そのほか牛ふん堆肥とか米ぬかなどでも暫定許容値などを超過しているほか、原木

ムキタケ、それからシイタケにおきまして一部基準を超過したものもあるという現状となって

おります。 
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続きまして、３番の相談窓口の相談件数ということで４３ページをご覧いただきたいんです

が、県では３月１６日から県民の不安払拭のため原子力発電所の事故に対する相談窓口を開設

いたしまして、ずっと継続してやっております。当初、１日に３００件近くの相談が寄せられ

ておりますが、最近につきましては１日に２０件弱と安定した状況でございます。１２月１日

時点では累計で６，８００件ほどの相談が寄せられておりまして、やはり報道等で問題になっ

たテーマなどの相談がそのときそのときの相談が多いということでございます。 

続きまして、４４ページをお開きいただきたいと思いますが、こちらは「放射能情報サイト

みやぎ」というホームページを９月２８日に新たに開設いたしまして、このたびの放射性物質

と福島第一原子力発電所の事故に係る放射性物質の影響を踏まえて、県民の不安払拭のために

「放射能情報サイトみやぎ」を立ち上げてございます。こちらではわかりやすく、そして迅速

な測定データの提供ということ、それからまた、正しい知識の普及啓発という観点でホームペ

ージを立ち上げておりまして、このマップ上から空間放射線量が視覚的にわかるように色をつ

けて、高い値が出ると色が変わるというものになっておりまして、そのほかよくある質問です

とか積算線量の計算ですとか損害賠償ですとか被曝低減除染に関する情報ですとか、一連の関

係する情報をすべてここで得られるように公開しているところでございます。 

続きまして、測定機器の整備ということで４５ページをお開きいただきたいと思います。こ

ちらはモニタリングポストといいまして空間放射線線量率を連続測定する機械がございます。

文部科学省の予算で現在全部で４基あったものを４９基まで、各市町村に設置するような方向

で今進めておりまして、一応年度内にすべてが設置できる方向で進めております。こちらのデ

ータにつきましては文部科学省のサーバーからホームページで最終的に公開するような形にな

っておりまして、県の「情報サイトみやぎ」にもこのデータを掲載することで検討をしており

ます。 

次に、４６ページの方におきましては、先ほどあいさつにもございましたように、県の原子

力センターというところに女川原子力発電所の監視のために放射線・放射能の測定の設備を設

置しておりましたが、こちらの方、津波で被災してしまったことでそういった測定器が一通り

なくなってしまいました。そういったことで、東北大学様の方にご協力いただいてこれまで測

定をさせていただいておりましたが、県でも測定機器を配備できるような状況になってまいり

まして、１２月から今後４月にかけて順次こういった測定器を整備をしていくという状況にな

っております。 

一番精密なゲルマニウム半導体検出器というものが１番の産業技術総合センターというとこ
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ろ、ここは農林産物を測定するものですけれども、この１２月に設置をしまして年明けの１月

から運用を開始していくということになっております。それから、ほかにゲルマニウム半導体

検出器の方は食肉等の市場がありますが、旧消防学校というところで食肉、牛肉を測定するた

めに設置することとしておりまして、同じく１月から運用開始予定になっております。 

あと、その他、下に４番、５番とありますが、こちらは女川原子力発電所関連の環境試料を

測定するためのものと、あとはその他福島原発の影響も含めて雨水とか土壌とか水道水とか、

そういった測定ができるように設置するものが４月くらいから運用開始の予定となっています。 

そのほかは簡易測定器と載っていまして、検出される下限値が高いものというもので順次設

置の方が進められております。 

最後に、６番の東京電力福島第一原子力発電所事故による損害に係る賠償についてというこ

とで資料４７ページ、４８ページでございますが、原発事故により発生した県内の損害につき

ましては被害者全員の救済と完全な賠償の追及を目標に、みやぎ県民会議と連携いたしまして

東京電力に対し損害額の確定状況に応じて段階的に請求をしていくということを基本といたし

まして、年内には県、それから市町村、他、被害対策に要した経費について請求書を一括して

東京電力の方に提出する予定といたしております。 

民間団体の損害につきましては、みやぎ県民会議等を通じて被害状況を把握いたしまして、

組織的な対応を働きかけながらきっちり請求を促していくことにしております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○須藤座長 どうも簡潔にご説明いただきましてありがとうございました。 

それでは、委員の先生方から何かご質問、ご意見ありますでしょうか。 

特にモニタリング関係については先ほどからもおっしゃっている石井先生のところがいち早

く手をあげていただいて、県の全面的に測定をしていただいてこれだけの３の資料がそろわれ

たというふうに感謝を申し上げる次第であるわけですが、石井先生、全体を通してこの測定の

問題について何かコメントありますでしょうか。もしございましたら、お願いします。測定値

でも結構です。よろしいですか。（「はい」の声あり） 

ほかの先生、いかがでしょうか。細見先生、いかがですか。何か全国的に見て宮城県の方の

状況はまだ不十分ですか。さらにこれからも測定器を設置するということもあるんですが。 

○細見委員 これから、いままでは備えつけられているというか、利用できる機器等がそれに限

定されていましたので、その中でもこれだけ実施されているということで、それを県民の皆様

に提供されているということに関しては良かったかなと思います。今後は恐らくこの測定とい
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うものがより身近なところで行われないと多くの県民の人が理解できないというか、そうでは

ないかと思いますので、これを例えば、もちろん予算の範囲もあるんでしょうけれども、しか

し、それを予算がないからできないというわけではなくて、いかに県民の方が要望されている

かということに対してこたえていくために、できるだけ身近なところに測定局というか、例え

ば小学校単位とか、そういう形で測定することが一番まず一歩かなというふうに思いますし、

そのための基礎資料ということでは非常に貴重なデータかなと思います。 

○須藤座長 先生、身近なところとおっしゃるのは、一つに子供の曝露しやすいような学校とか

登校の道路とか。 

○細見委員 国の基本方針でもそうですが、幼児、子供の遊ぶところだとか、そういうところと、

さらに、恐らく宮城県の事情から考えて農作物とか、実際につくっておられる方の近く、例え

ば農協だとか、そういう単位で実際出荷される、あるいはつくられている農作物等が、あるい

は我々が直接食べるものについて身近なところで測れるというのが一番最終的に求められると

ころではないかと思います。 

○須藤座長 どうもありがとうございました。 

○井上委員 すみません、今の細見先生のご意見とちょっと関連するかもしれないんですけれど

も、測定器を一応ＮａＩのスペクトロメーターと、それからゲルマニウム半導体検出器という

ことで感度とか精度の違うものを２種類置かれるということなんですが、ちょっともう少しそ

の辺具体的にどのぐらいのところまで測れるのかということと、２種類の使い分けのところ、

簡単でいいんですけれども、ご説明いただけないでしょうか。 

○須藤座長 では、事務局、どうぞ。 

○事務局（高橋原子力安全対策課長 ） 原子力安全対策課の高橋と申します。よろしくお願い

します。 

こちらの４６ページに配備計画ということで書かせていただいておりますけれども、こちら

の器械につきましては国の方で特に食肉の検査、組織調査です。全頭検査をやっているんです

けれども、そういう意味合いの中でこのスペクトロメーターにつきましては検出下限値は一応

国の方から５０ベクレル／キログラムということで、どちらかといいますとスクリーニング的

な意味合いでの測定ということになろうかと思います。 

県といたしましては、今東北大学の石井先生のところでいろいろお願いしているんですけれ

ども、こういうスクリーニング的な検査で高い数値が出た場合につきましては、今でいえば大

学の方にお願いしまして正確な数値等を把握しながら対処してきたというような形で進めてご
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ざいます。 

ここに書いてありますとおり、県におきましては魚市場に配備したりとか、今回、１１月補

正の後でございますけれども、基本的には農協で測定を引き受ける場合についてＮａＩのスペ

クトロメーターになろうかと思いますが、半額の補助を受けるとか、そういうふうな形で予算

づけをしたり、あと、できましたら、予算の措置ができればでございますけれども、県としま

してはもっと身近なところで、できれば市町村とか、そういう身近なところでの測定機器を配

備しながら細やかな検査体制が敷けないかというふうなことも今現在検討しているところでご

ざいます。 

以上でございます。 

○須藤座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○事務局（小泉環境生活部長） すみません、ちょっと補足させていただきますと、実はこの資

料の９ページに最近厚生労働省から食品の放射線値の規制強化の話が出ておりまして、正式に

安全委員会で答申したということになっています。ちょっと特にデータは入っていないんです

けれども、大体この暫定基準を大体５分の１ぐらいの厳しさになるということになりますと、

現在の簡易測定器は、予算措置をして一生懸命配備したんですけれども、果たしてその精度で

国の基準に対応できるかどうか、今検出限界の検証をしております。検出限界値が５０以下で

ないとちょっと大変難しいような今度の８月からの新しい規制なものですから、そうするとか

なり性能の高い機器を新たに導入しないとだめかなということで、そこら辺は改めて今検討し

ている形でございます。 

○須藤座長 よろしいでしょうか。 

○石塚委員 先ほど細見先生が今後のこととして身近なところに測定器を設置してというお話を

されたんですけれども、私が視察をしましたベラルーシ、ウクライナでは、結局住民の方々の

納得感、信頼感なんです。そこに住民の方が納得しないことにはとにかく進まないということ

だと思います。 

それで、ベラルーシでは学校、私が行ったのは学校なんですけれども、学校とか文化センタ

ーのところに本当に簡易なものを置いて、そこに住民が参加し、学生がその測定に参加してい

るんです。すぐすぐというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、将来的にはやはり子

供さんだとか住民の方々がみずから測定に参加できるようにするということが大事なんじゃな

いかなと思ったところであります。 

○須藤座長 ありがとうございます。当然県もそういう方針で先ほどのご質問に対しては測定下
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限値を広げないということはいいということだけでもなくて、多くの人にそれが改めて納得の

できるような設置の仕方というものも必要ですよね。それで、いよいよのときには石井先生に

お願いするという、こういう体制の構築かもしれません。それを自然のあのようなものを皆さ

んが全部現地調査に行ったら幾らお金があっても足りませんでしょうから、それはそれで今の

対応としてはそんなところでいいですか。 

○石井委員 検出器に関しては簡易なものほど感度が悪いんです。身近なところでみんな購買の

できる簡易なものというのは、値が安いものは感度が悪いんです。みんなで買っても感度が悪

い。だから、１０ベクレル以下なんていうのをやるのはどうしてもゲルマ。そうすると、今度

は液体窒素で冷やしたり、または低温でできる装置でやる。すると安価でなくなってしまう。

だから、そこら辺をどうやっていくか。だんだん時間がたつにつれて放射能は減っていくもの

ですから、どんどん感度を上げなくてはいけなくなる。そこら辺も何かあるところまではかる

のがいいかなという、その下限値というものが、ゼロが一番いいんですけれども、ゼロという

のはあり得ない。どこも。そうすると、簡易でそんなことはかれない。結局ジレンマに陥るん

です。 

○須藤座長 ありがとうございます。先生おっしゃるとおりでございまして、今度の新しい基準

ですと水道は、たしか１０ベクレルとかですね。とてもじゃないけれども無理な感度が多少あ

る、高いものでないと無理であるとなってしまって、住民自ら水道水の値を確認することはで

きない。 

○石井委員 水はほとんど今高くなっていないんです。だから、多くのところで測らなくても大

丈夫。 

○須藤座長 定点を決めておけば。 

○石井委員 ええ。毎日の。水の場合には１回測定が５，０００秒ですから。そんなたくさんは

できないと思います。大体今ほとんど水は出ない。それよりも野菜とか米とか、そういうもの

をはかれたら。 

○須藤座長 あれ１００だったですね。今度１００になる。５００が低くなって１００ですかね。 

○石井委員 だから、まだ簡易をやっていける。 

○須藤座長 まあ何とかなるんじゃないかと。どうですか。これはこれからの議題で、県もしっ

かり予算をとってなるべく感度のいいものをそろえてもらうようにという先生のお話なので、

頼もしく思います。 
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    （３）東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策基本方針（案）について 

    （４）放射性物質汚染対処特措法に基づく除染について 

    （５）放射性物質に汚染された廃棄物の処理について 

○須藤座長 次は、恐らくきょうの中で一番重要な議題だろうと思いますけれども、３番目の東

京電力福島第一原子力発電所事故被害対策基本方針（案）についてということで、事務局から

よろしくお願いします。 

○事務局（小野原子力安全対策課専門監） 原子力安全対策課小野と申します。それでは、説明

をさせていただきます。 

資料は資料４－１と４－２、この二つを用いて説明いたします。４－２は本体の分でござい

ますので、きょうの説明は概要版、資料４－１で説明をさせていただきたいと思います。 

それでは、初めに基本方針案の策定の趣旨でございます。ここにございますように、原発事

故による被害等に対応するため県の総合的な対策についての基本的視点や個別取り組み方針を

県民にお示しするというものでございます。 

方針の位置づけでございますけれども、この基本方針に基づきまして国や県の予算措置状況

等を踏まえながら、具体的な取り組みと事業をまとめました実施計画をこの後策定することと

しております。なお、原発事故の被害の全容がまだ明らかになっておりません。また、今後、

先ほどございましたように食品の安全基準の改定等が予定されておりますことから、適時適切

に見直しを図ってまいりたいと考えております。 

そして、内容でございます。 

まず、目標として掲げましたのが、ここにございますように震災以前の安全・安心なみやぎ

の再生、副題としまして年間放射線量１ミリシーベルト以下の県土づくりとしてございます。

枠の中でございますけれども、これまでにだれも経験したことのない未曾有の原子力災害に正

面から向き合い、震災以前の安全・安心なみやぎを再生するため、県は市町村、民間団体、県

民と一体となって目標達成に向けて取り組んでまいりますとしてございます。 

（２）は、このような目標達成のためにどのような視点に立つべきかということを３点述べ

て整理してございます。今回の諮問内容と重なるところもございます。 

まず、第１に不安解消のための徹底した対応。県民の目線に立って対応するといった視点で

ございます。具体的には、簡易測定機器の増強や検査対象品目の拡充によりきめ細かな測定を

行うとともに、測定結果を迅速に公表いたします。 

そして、先ほどのご議論にもございましたように、住民が持ち込んだ家庭菜園等の農産物を



-15- 

測定するための体制整備、こういったものに努めたいとしてございます。まだ財源的な面も含

めまして現在検討中でございます。 

（２）といたしまして、徹底した放射線低減化システムの構築という視点でございます。具

体的には、この枠の中に入ってございますように、放射線低減化システムを構築いたしまして、

生活環境から放射性物質を除去するとともに、県民への周知を図りますということでございま

す。枠の中でございますが、基本的な流れといたしまして、除染、放射性物質の除去、それに

生活環境から隔離するための保管、そして、焼却等により容積を減少させます減容、そして最

後は封じ込め、遮蔽・埋却等による封じ込めでございます。このような流れを県民の共通認識

としていきたいと考えてございます。 

そして、次でございますが、具体的な目標といたしまして、５年以内の目標達成を目指しま

して汚染状況重点調査地域を中心に市町村と一体となって除染を推進いたします。なお、この

除染につきましては後ほど詳しい説明をさせていただきたいと思います。 

そして、汚染稲わら等の処理につきましては、国の方針に基づき適正な処理に努めますとし

てございます。 

最後に３番目ですが、県民の放射線・放射能に対する科学的知見の涵養を図るといった視点

でございます。まず何よりも県民一人一人が確かな情報と確かな知識を持ちまして判断できる

ようにしたいと、そのために正しい知識の普及啓発を図りたいとしてございます。 

右側の部分でございますが、今ご説明させていただきましたように、目標を掲げまして、次

に基本的視点に立ちまして、具体的にはさまざまな分野において対策を講じようとしてござい

ます。個別取り組み方針として７本の柱に分けて整理してございます。これに基づきまして最

後に実施計画をつくっていくということでございます。 

個別取り組み方針につきまして多少具体的にご説明をいたします。裏面をごらんいただきた

いと思います。 

裏面でございますが、先ほど申し上げました七つの分野で整理してございます。簡単に説明

いたします。 

１番目でございますが、放射線・放射能の監視・測定ということで、例えば空間放射線量の

モニタリング、放射性物質のモニタリング、そして、先ほども申し上げましたように住民ニー

ズに対応した測定機器の整備などが盛り込まれております。 

２番目の分野といたしまして健康不安への対応ということで、そういう県の有識者会議にお

きまして健康への影響や健康調査の必要性を検討する検討は進めてございます。 
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３番目ですが、汚染・被害の拡大の防止でございます。少しわかりにくいんですが、まず最

初は汚染の拡大防止ということで、例えば出荷制限等の徹底がここに記載してございます。次

に被害の拡大防止といたしまして、大きく金融・経営の支援、技術支援、そして安全性のＰＲ

といったことをこの部分にまとめてございます。 

４番目といたしまして、放射線線量低減化対策といたしまして、まさしくここが除染でござ

います。市町村に対しまして除染支援チームや環境審議会への専門委員会議の設置、県と市町

村による除染対策連絡協議会等の設置がここに盛り込まれてございます。 

５番目といたしまして、汚染物・廃棄物の処理でございます。放射性物質による汚染物の処

理の円滑化、そして放射性物質濃度が基準値を超えます廃棄物等の国による処理の促進といっ

たことをここに整理してございます。 

６番目といたしまして、損害への対応です。民間団体、市町村等の被害状況の把握をまず行

いまして、先ほど説明を申し上げました県民会議にワーキンググループを設けまして、ここで

専門的に扱ってまいりたいと思います。国への要望とともに東京電力への損害賠償請求を行っ

てまいります。 

最後、７番でございますが、正しい知識の普及啓発といたしまして、先ほど説明いたしまし

たが、「放射能情報サイトみやぎ」ですとかセミナー、講演会の開催等を考えてございます。 

この後の予定でございますけれども、県民会議におきまして１２月２０日に開催された際に

各団体に対しまして意見照会を申し上げました。それを来年の１０日までに意見を集約したい

と考えております。そして、それらの意見を踏まえまして、１月末を目途にいたしまして県庁

内の本部を開催いたしまして基本方針案を策定したいと考えてございます。委員の皆様にもこ

の場でこの後ご意見を賜りたいと存じます。ただ、今日は時間が限られてございますので、資

料の最後のところにご意見を頂戴するＡ４１枚の用紙を入れてございますので、後ほど本文に

目を通していただいた上でご意見をお寄せいただきたいと考えてございます。 

以上で説明を終わります。 

○須藤座長 どうもご説明ありがとうございました。 

先生方、今の基本方針案に対して各主体へのご意見を伺ってはもう既にあるんですが、先生

方からもぜひ専門家としてのご意見をいただきたいということでございますので、ご協力いた

だきたいと思います。 

それで、ここで基本方針案を議論したいんですが、次の除染の問題が恐らくかなり大きなウ

エートを占めると思いますので、先に一緒に特措法の除染対策の問題も一緒に説明してくださ



-17- 

い。その方が議論しやすいんで。どうぞ。次の議題も一緒に説明してください。 

○事務局（伊藤技術主幹） では、資料５－１から５－４までを使いまして除染の関係について

ご説明させていただきます。 

資料の５－１につきましては、放射性物質汚染対処特措法、実際の法律名称はここに上に書

いてございますように平成２３年云々と非常に長い名前なんですけれども、通常放射性物質汚

染対処特措法ということで言っておりますが、こちらの概要でございます。 

環境省の方でつくった資料になりますけれども、法律には目的として環境の汚染による人の

健康または生活環境への影響を速やかに低減するとございます。 

責務といたしましては、特に地方公共団体については国の施策への協力を通じて適切な役割

を果たすというふうなことで記載してあります。 

制度でございますが、基本方針、それから基準、それから監視・測定、こういったことを環

境大臣なり国が実施していくという規定になっております。 

さらに、下に二つの枠がございますが、法律では放射性物質により汚染された廃棄物の処理

に関することと放射性物質により汚染された土壌等の除染などの措置につきまして規定がされ

ております。 

そして、下にございますように費用の負担ということで、国は施策を推進するために必要な

経費について財政上の措置を実施すると。それから、この法の措置につきましては原子力損害

賠償法による損害に係るものとして関係原子力事業者の負担のもとに実施していきますよと。

それから、国は社会的責任に鑑み、地方公共団体等が講ずる措置の費用の支払いが関係原子力

事業者により円滑に行えるように必要な措置を実施するということになっています。 

今申し上げました制度の一番目、基本方針の策定というものがございますが、資料５－２に

放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針をまとめた資料がございます。資料５－３がその

基本方針の全文になりますけれども、その概要の方をごらんいただきたいと思いますが、１１

月１１日の日に閣議決定がなされています。特に重要なポイントだけを申し上げますと、

（４）の土壌等の除染等の措置に関する基本的事項という項目がございますが、この上から三

つ目の点に書いてございます追加被曝線量が年間２０ミリシーベルト未満である地域について

は長期的な目標として追加被曝線量が年間１ミリシーベルト以下となることを目指すと。具体

的には平成２４年８月末までに一般公衆の年間追加被曝線量を平成２３年８月末と比べて放射

性物質の物理的減衰等を含めて約５０％減少した状態を実現すると。あとは学校、公園など子

供の生活環境は優先的に除染することにより平成２４年８月末までに子供の年間追加被曝線量
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は平成２３年８月末と比べて物理的減衰等を含めて６０％減少した状態を実現するとなってい

ます。 

あとは、この②に除染実施区域に関する事項とございますが、①の方は本県が該当するとこ

ろはございませんで、②の方が本県に該当しますが、こちらについては汚染状況重点調査地域

についてはその地域の追加被曝線量が年間１ミリシーベルト以上となる地域を指定すると。そ

れから、除染実施計画を定める区域はその区域の追加被曝線量が年間１ミリシーベルト以上と

なる区域を指定ということになっておりまして、こちらの方の指定、汚染状況重点調査地域の

指定につきましては先日、１９日の日に県内８市町が指定となっております。 

それから、②の三つ目の点に除染実施計画の策定に当たったポイントと書いていますが、優

先順位や実現可能性を踏まえた計画、それから除染土壌の量に見合った仮置き場の確保を前提

とすると。また、その下のぽつには、子供の生活環境の除染を行っていくといことなどが書い

てございます。 

それから、資料５－４の方をご覧いただきたいんですが、今後の本県における、本県は汚染

状況重点調査地域が８市町に指定されてございますけれども、こちらの市町におきましてどう

いった作業が想定されるかというところを法律の手続の流れに沿って資料をつくっております

が、まず、重点調査地域の指定ということで一番左の上にございます。こちらは環境大臣から

関係地方公共団体の長が意見聴取を受けて、そして、１２月１９日にその下に書いてございま

す汚染状況重点調査地域の指定がなされております。公告・通知が１２月２８日の予定になっ

ています。 

この後に、今度調査測定を実施するということになりますが、市町村長などが地域内の調査

測定を実施します。こちらの方は法律ではすることができるというふうな規定になってござい

まして、必要に応じてやるということになろうかと思います。この測定は除染実施計画を策定

する区域を決定するためのもので、先ほどありました年間被曝線量１ミリシーベルトの区域が

どの区域に当たるのかということを空間放射線を測定して確定していくという作業になってま

いります。 

その後、除染実施計画を策定いたします。市町村長が計画を策定いたしまして、環境大臣に

協議して、また、市町村の中で協議会という除染を実施する対象者、実施者で構成する協議会

を設置いたしまして、また、専門家の方をその協議会の中に入れて検討する協議会から意見を

聴取しながら計画を策定して公告すると。 

さらに除染も実施するということで、土地を管理する行政機関が除染を実施する。 
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最後には除染除去土壌の処理をするということになっています。この段階において、下に書

いてあるようなことが実際に進められるということになろうかと思います。 

駆け足ですが、以上で説明の方を終わらせていただきます。 

○須藤座長 どうもありがとうございました。次、廃棄物の汚染のこともあるんで、もう余り時

間がなくなってしまったので、それもあわせて簡潔に説明してください。 

○事務局（笹出廃棄物対策課長） 廃棄物対策課の笹出と申します。 

一番最初、資料７、フロー図がついております。これを簡単にご説明したいと思います。 

各段階で８，０００ベクレル／キログラム以下であれば通常の廃棄物処理の流れに沿って処

理がされると。各段階で８，０００超ということがわかれば指定廃棄物ということになりまし

て、国が責任を持って処理するというのがこの流れでございます。 

続いて、その次のページ、概要版がついていますが、概要版は飛ばしていただきまして、最

後、３枚物で指定廃棄物の処理に向けた基本的な考え方というものをつけております。これは

先般、１２月１９日に国が説明会を開いて国の考え方を示したものでございます。簡潔に説明

させていただきます。 

１、基本的事項でございますが、５、６段目にありますとおり、現行法等の枠内に沿って廃

棄物の処理体制、施設等を可能な限りで積極的に活用すると。いわゆる既存施設を積極的に活

用し汚染廃棄物の処理を進めていくこととしております。また、対象の廃棄物が大量であると

いうことで、その次の段ですけれども、安全性を確保しつつ、可能な限りにおいて可燃物と不

燃物を分別、焼却等の中間処理等により減容化を図ると。減容化によって８，０００ベクレル

を超えれば指定廃棄物に該当し、その処理は国が行うということになっております。基本的に

は指定廃棄物、８，０００ベクレル超の放射性物質で汚染された廃棄物が排出された都道府県

内においてその処理を実施することとしておりまして、国は関係する都道府県ごと、廃棄物の

種類ごとに指定廃棄物の処理の方針を具体化し、地方公共団体、都道府県及び当該市町及び排

出者との適正な役割分担のもと、指定廃棄物の適正な処理を進めるということになっておりま

す。 

時間が短いので基本的事項の説明で終わりにしたいと思います。 

○須藤座長 どうもありがとうございました。 

ただいまご説明いただきました県の重点方針と、それから今の除染と廃棄物、この３点の説

明でありますが、どこからでも結構でございます。先生方からご質問というよりはご意見をい

ただいた方がよろしいでしょうか。ぜひお願いしたいと思います。どうぞ。石井先生、どうぞ。 
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○石井委員 １ミリシーベルト以下といいますのは恐らく１年間ですよね。そうなってくると、

それを全部やって、基本方針の子供さんたちのところでいうと、山の中に住んでいるお子さん

が学校に通うということで、そこをどうするかというと、山の中は結構高いところがあって、

そうするとそこを全部除染するということになったんです。そうすると、平地と山の中では除

染方法が全然変わってきて、草が結構強いんです。持っていて。草の根なんです。だから、そ

れをどうやって取っていくかという技術が出てこないと、すぐにはそれが実行できないままと

いうことで、我々も今どう草を掘り返してということになると全部ですから、結構山の中に住

んでいる子、山の中に住んでいる子が結構高くなってきて、そこでどうやるということになっ

て。 

あと、減容を、例えば土とか、草とかそういったたぐいはもうそれでいいんですけれども、

減容になるんですけれども、土の場合、減容するには一緒くたにだーっと取ってしまってから、

さあ、これから減容しようといったときに、どこぞの含んでいないものに十把一絡げでやって

しまったから長く減容いっぱいになって、減容を、取るときに高いところ低いところとまぜて

やると減容は比較的簡単にいくみたいです。ただ、そうすると手間がかかるという。とか、い

ろいろなことをこれから考えながらやって、この中にまだ書いていないですけれども、そうい

うことを考えてやったらいいのかなと思います。 

○須藤座長 どうも貴重なご意見ありがとうございます。減容の仕方については国も試行錯誤で

いろいろなことを試していくようですので、今先生のおっしゃっていただいたようなことは県

でもただやればいいというものじゃなくて、ぜひこれが具体的になるときにはご検討いただき

たいし、今のようなところのお子さんの通学道路とか、そういう部分のところの草だの土だの

というところは十分考慮していただきたいと思います。 

どうぞ、ほかの先生方、何かご意見。西村さん、どうですか。 

○西村委員 私も１ミリシーベルト自体はちょっと気になったということではぜひさせていただ

きますけれども、ここでは目標として年間の放射線量は追加被ばく線量ということで、自然由

来のものを除いたというようなことだと思うんですが、ベースとなるものはそんな県土で県の

中でそんなに変わらないと思うんですが、なかなかこういうような情報を県民の皆さんに正確

に伝えていくのはわかりにくいということと、実際問題分離してすること自体がどんな意味が

あるのかというところとちょっと気になりまして、あわせてもともと高いところにさらに今回

高くなったというような状況がもしあれば、それはやはり優先的にあれをしていくというよう

なところも必要な場所なのかなと思います。 
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あと、実際に対策を進めていくに当たっては実現可能性というのはどうしても考えなければ

いけないんですが、やはりその場合に、今、石井先生がおっしゃられたとおりで、どこを優先

的にやっていくかということに関してはやはり徹底的に進めていくべきで、その次の、あくま

でもその次に、実現可能性というところは無視して進めることではないんですけれども、順番

がしっかりとついているのではないかなということを感じました。 

○須藤座長 ありがとうございます。 

細見先生、どうですか。ご経験者で。今のこの方針でいいですか。 

○細見委員 方針の中で、恐らく県の立場がこういう例えば資料５のような図になっているのか

なと思いますが、恐らくこれを進めていく上で市町村が多分間の狭間に入って実際の住民とか

との調整というのは最も困難を極めるのではないかと。私は県はそのときにどのような役割を

されるのかということに、これは単に市町村に任せておけばいいというものではないと思いま

すので、その部分をどうしてもどうすればいいのかというのは、今すぐアイデアはないんです

けれども、恐らく区域指定をされたときにそこの住民の方との対話というか、そこの部分が非

常に問題だろうと。 

そのときに恐らく問題になるのは現場保管か、あるいは仮置き場がどこで設置されるのかと

いうことに関して、県として結構これを、国側なんかも少し、国もいろいろ努力はしていると

思うんですが、それぞれ廃棄物に関しても恐らく各県で出たものは各県でというような方針だ

ろうというふうに思いますので、その際にどうしてもやはり現場保管と仮置き場というのは近

いところでやらざるを得ないのかなと思うんですが、その際の説明の仕方あるいはモニタリン

グの仕方等々含めて、具体的に全部の市町村の事情はよくわかりませんが、幾つかモデル地域

というんでしょうか、それをある程度決めて、そこを重点的に、あるいは英知を集めるという

か、そういうことをまずやっていかないといけないんではないかと。 

国の方では計画区域等いろいろそのモデル事業をやっておりますけれども、１ミリシーベル

トを超えたところで本当に具体的に区域を幾つか選んで、そこでまず一段落というか、ワンス

テップというか、それをやっていただく。そうでないと、全部の区域をやるというのは他の経

験もないでしょうし、それから、今石井先生言われたように地域独自に森林だとか幾つか技術

的に難しいところがあるかと思います。 

だから、それをどこに選ぶかというのは確かに議論はあるかと思いますけれども、計画を進

めていく上で私は何らかのモデル的なところをまずどう選んで対応していくかというのが具体

的な、もちろん計画を策定してやっていくわけですが、何回も言いますけれども初めてのこと
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なので往々にしてトライ・アンド・エラーということもあり得ると思います。 

もちろん福島県等で既に幾つか区域を設定されて、その経験がありますので、それを参考に

しながらやるんだとは思いますが、我々がこのここに座っていて全県のこともなかなか想像が

つかないんで、具体的なモデルが必要なのかなと思います。 

○須藤座長 どうもありがとうございました。また新しい情報があったら教えてください。 

何か井上先生ございますか。 

○井上委員 先ほど石井先生が言われたことに尽きるのかなと思うんですけれども、例えば私の

ところで少しした経験でも、これは津波のヘドロの部分を測りまして、それからその下のもと

の土の部分両方測りますと、もう上のヘドロのところにだけ放射能の値が出て、下の例えばも

ともとの田んぼとか畑の値はバックグラウンドのレベルになっているとか、そういった状況で

すので、今一応空間線量率でまず測られていますけれども、実際そこを除染するに当たっては

どこまでやるのかということを具体的に検討していかないと非常に単にボリュームだけを増や

してしまうことになると思いますので、その辺ちょっとしてやっていく必要があるかなと。 

それから、あともう１点だけ。こういったことをやるに当たってはやはり地域の方々、非常

に不安に思われていることと同時に、今かなり実質的にやり方とか測定されていると。やはり、

そういったご意見あるいは実際にはかられたことを参考にしながら、あとこうした基準にのっ

とって評価していくということをやっていくと多分効率は上がるんじゃないかなというふうに

思いますので、その辺もぜひやはり地域の方と協力関係をうまくつくりながらやっていくこと

が非常に重要かなと思います。 

○須藤座長 ありがとうございました。地域の試行錯誤も十分生かしていただきたいということ

でございます。 

ほかの先生、よろしいでしょうか。では、どうぞ、石井委員。 

○石井委員 具体的な除染のときに大きな仮置き場を考えると、先にどこだ、どこだといってな

かなか決まらないと。やはり早く除染をやった方がいいわけですから、そのときにはもう小さ

いところをちょっとつくってやるような感じで、ブルーシートが要るかどうか知らないですけ

れども、あんなもの、そういったもので盛り土していけば遮蔽になってしまって、そういうも

のをぽんぽんつくって、それから大きなところができたらばそこに移すというふうな、とにか

く小まめに小さいところからどんどんやっていくのが早いんじゃないかなと思います。一気に

だーっとやってもいいですけれども、一時置き場とか、そういうものが要るので、細かくどん

どんやって、細かい仮々々置き場くらいのものをつくって、そこにぽんと。例えば自分の家の



-23- 

周りだったら家の周りをちょっと取って、その場で穴を掘ってそこに埋めて、盛り土しておけ

ば遮蔽になって、それで大きなものができたらそこに運ぶと。それなら１年後だって大丈夫だ

と思うので、その方が、やり方はちょっと工夫してやっていったらできないことはないと。 

○須藤座長 地域の方も多分その辺のところは具体的に試行錯誤でやっているかもしれないです

ね。ありがとうございます。 

○石井委員 もう一つで、先ほどのところで絵があったんですが、資料５の３の５ページですね。

実際には１ミリシーベルトとなると０．２３ではだめで０．１以上になります。０．１マイク

ロシーベルト／アワーにならないと１ミリシーベルトにはならないから、もうちょっと増える

かもしれませんね。その数字。 

○須藤座長 どうぞ。 

○事務局（高橋原子力安全対策課長） この数字でございますけれども、国の方で８時間続けて

外あとは全部中にいたというような、そういうような計算の中で、そのほかにあと自然の放射

線量なんかも加えてやると０．２３マイクロシーベルト／アワーのようなところであれば年間

１ミリシーベルトにおさまるんではないかなというような仮説を立てた中で、国の説明の中に

も今回の除染の重点調査地域の設定に当たってもその数値を使っていろいろやっているもので

すから。 

○石井委員 そうなると、家の中がもう０．０５ぐらいという仮定になってしまうんですけれど

も、山の中の家はそうはいかない。だから、そこら辺考慮してあげないと１にはならないとい

うことなんです。だから、山なんかは外も中も余り変わらない。だから、平地はいいんです。

平地は。山の中はそうではない。そこら辺をちょっと考えないと。だから、１ミリシーベルト

というのはかなり厳しいと思います。だって、普通何でもなかったときが０．０５ですから。

それで大体０．５ミリシーベルト弱ですから。だから、それの約２倍ですから。自然のオーダ

ーの２倍というような感じです。 

○事務局（高橋原子力安全対策課長） すみませんが、それらについてはご助言をまたよろしく

お願いしたいと思います。 

○須藤座長 その辺は深く考えていただきたいと思います。それと、８市町以外のところは、そ

こ以外になるので、またそれでいろいろ出てきたときにその辺の対応をどうするかというのは

非常に重要だと思いますので、そこはそのまま国から指定されるから予算も来るでしょうけれ

ども、県がもしいろいろ出てきたときのそういう対応をどうするかということも大事だと思い

ますので、ぜひ、もう時間がないから余り申し上げませんが、その辺も重要だというふうに思
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います。 

 

    （６）今後のスケジュール 

○須藤座長 ということで、あと今後のスケジュールですか、おっしゃっていただいて閉じたい

と思いますので、どうぞ事務局から。 

○事務局（伊藤技術主幹） 資料８でございます。 

今後のスケジュールでございます。本日は第１回放射能対策専門委員会議ということでここ

に記載している内容について説明やご意見の方をいただきました。１月１９日はこの放射能対

策専門委員会議の親の会議でございます環境審議会が開催されることになっておりますので、

本日の会議の内容について環境審議会の方に報告をするような段取りといたしたいと思ってお

ります。 

さらに、第２回でございますが、１月下旬に開催をしたいと考えております。事故対策基本

方針、先ほどご説明いたしました事故対策基本方針につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに本日様式をお配りしておりましたので、そちらにご意見等ございましたら１月１０日まで

に事務局の方までお寄せいただきまして、それなどを踏まえまして最終の基本方針の方を固め

てまいりたいと思っております。その最終確認をしていただくほか、除染に関して、実際の除

染に関しまして市町村に対して県としてどのような支援をするか、または各市町村、県といた

しましてどのような形で除染を進めていくのかというものについて考え方やマニュアルなどに

ついて案をつくりたいと考えておりますので、そちらの意見聴取ということで開催したいと思

っておりますので、よろしくお願いします。 

○須藤座長 かしこまりました。 

それで、一応スケジュールということで、先生方にはまずは１０日までに出していただくと

いうことですね。いろいろ今の基本方針やら、あるいは除染の問題についてのことについて出

していただいて、環境審議会に報告をして、そして下旬にこの２回目の委員会を開くというこ

とでご了解をいただきたいと思います。 

 

   ４．その他 

○須藤座長 全体を通して少し私も駆け足をいたしましたが、時間が、次の予定も行政の方皆さ

んあるようでございますので、１時間半という大変短い時間でご審議をいただきましたことを

おわびを申し上げたいと思いますが、全体を通して何かまたもう一言ございますでしょうか。
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それでは、まず石井先生からいきましょうか。最後に締めてもらいましょう。 

○石井委員 すみません、さっきタカハシさんに言ったもので、０．２２のところは家は低いん

ですよね。だから、０．２以上のところが家が高いから０．２以下のところは要するに対象に

ならないかもしれないということで、ちょっと今後０．２までずっとというか、そこがちょっ

と違っているということを周知をしたいです。 

○須藤座長 では、部長さんよりどうぞ。 

○小泉環境生活部長 急にいろいろご審議いただきまして、今後ともよろしくお願いします。 

それで、除染についてでございますけれども、先ほども資料を渡したとおり８市町について

それぞれ担当チームを設定いたしまして、そちらに年明け早々から入ります。市町と協議に入

って、測定から実施計画から、あと地元対策からかなりちょっと難儀でございますので、ちょ

っとやはりスピードを上げていかないといけないだろうと。それぞれちょっと個別のマニュア

ルがほとんどないところで、さっきから先生方からおっしゃられたとおりどこまで広げるかと

か、除染すべきか、あと基準をどのように設定するかとか、結構なかなか難しい部分があるか

とは思いますけれども、いずれにしましてもちょっとかなりスピードを上げて具体の作業に入

らないともういけないだろうと考えておりまして、それで、個別のそれぞれのテーマごとに場

合によっては個別の先生方あるいは全体の委員会という形でお願いする場合もちょっとあろう

かと思います。 

○須藤座長 この委員会をですか。 

○小泉環境生活部長 ええ。場合によっては全体。基本的には個別に先生方に直接ご相談申し上

げて、いろいろご助言なりをいただいて作業に入りたいと考えております。大変長期に渡る対

応が必要でございますので、よろしくお願いいたします。 

○須藤座長 息が長いのは何年続くのかよくわかりませんけれども、この問題は恐らく瓦れきの

ときには大規模集中型の処理方式をこの宮城県はとったんですが、どうもこの除染については

小規模分散方式がいいのかなと私も基本的には思っているんですけれども、その辺は試行錯誤

でどうぞ織り交ぜてやるのがいいのかなという気もいたしますので、ぜひ試行錯誤しながら迅

速に県民が安心して暮らせる宮城県をつくるためのご努力をしていただきたいということをも

って私の座長の任はここで閉じさせていただいて、皆さんにお礼を申し上げておきたいと思い

ます。 

それでは、あと司会の方にお返しいたします。どうぞ。 
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   ５．閉  会 

○司会 それでは、大変お疲れさまでございました。 

  以上をもちまして第１回環境審議会放射能対策専門委員会議を終了させていただきます。 

  本日はどうも大変ありがとうございました。 


