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   １．開 会 

○司会 それでは、おそろいでございます。ただいまから第２回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たいと思います。 

 

   ２．あいさつ 

○司会 開会に当たりまして、宮城県環境生活部長の小泉からごあいさつを申し上げます。 

○小泉環境生活部長 本日は第２回専門委員会議に大変ご多忙の中ご出席を賜りまして、心より

御礼を申し上げたいと思います。 

第１回目は昨年末、大変お忙しい中開催させていただきましたが、その後、これまで、特に

年初めには前々にお話し申し上げていたとおり、汚染重点調査地域に対する除染チームがもう

既に各市町と調整を開始いたしました。後ほどお話しいたしますが、今日は急速に除染実施計

画を策定し、除染に向けた体制が間もなく提示されるというふうな予定になってございます。 

そして、あと１２月に県民会議の方に今後の対応方針について基本方針についての案をお示

ししまして、各構成メンバーからご意見をいただきまして、それを踏まえて今月基本方針案を

ご提示させていただきました。これについては今日先生方からいただいた意見を踏まえて、明

日県庁で対策本部を開催して正式に決定する運びにしてございます。 

先月からこれまで１カ月近く経過したことでございますが、この間もいろいろな問題が現に

発生してございます。仙南地域を中心とする薪の問題あるいは薪の焼却灰の問題、結構高い放

射線量も出ていることで、あと、福島の方でもいろいろ損害賠償をめぐっていろいろな意見が

出ていまして、同様の支援策を県南を中心にぜひお願いしたいということで、２０日には知事

を筆頭に強く国の方にも要望いたしましたし、また、先般有識者会議、本日は出席されている

石井先生もメンバーとなっている健康調査に係る有識者会議も開かれまして、現在のところ健

康上の問題はないというふうなことが調査の結果明らかになりました。改めて健康調査を拡大

する必要がないというふうな県の考えを明らかにしたところでございます。 

大変いろいろな課題がこの放射能の関係につきましては山積しております。今日はさまざま

な、除染に絡む問題だけではなくて、それ以外の課題についても先生方から忌憚のないご意見

をお伺いしながら今後の対策に反映させてまいりたいと。いずれにしましても今回の基本方針

でもうたっていますとおり、県民の目線に立った対応を基本として、まずは丁寧に対応してい

くということを基本に推進して取り組んでまいりたいと考えておりますんで、ぜひともよろし
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くお願いしたいと思います。今日はただいまお話ししました基本方針案についてと除染実施計

画に係る課題について先生方からご意見を伺えればというふうに思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○司会 どうも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、Ａ４版で１枚ずつでございますが、次第がございまして、続きまして名簿、あとは

席次表がございます。その後、ちょっと資料的に厚くなっておりますけれども、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ということで、資料番号を付すのを抜けてしまいま

したが、資料１として基本方針案ということでお願いしたいと思います。続きまして、Ａ３版

の大きい横版の同基本方針案に係ります主な意見等ということで、こちらも資料番号抜けてし

まいまして申し訳ございません。資料２番でお願いしたいと思っております。その後、資料３

は、除染実施計画策定に係る課題として２枚、資料４は、除染に関する最近の動きということ

で、これも２枚、最後の資料５は県の除染対策の取り組みについてとして、これも２枚になっ

ております。 

以上でございますが、不足等はございませんでしょうか。 

それでは、早速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、須藤委員に座長

をお願いいたしたいと思います。 

 

   ３．議  事 

    （１）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 

○須藤座長 かしこまりました。 

それでは、委員の皆様、大変ご多用の中を、また、大変寒い中をお集まりいただきまして、

どうもまことにありがとうございます。今回は、１回目は大変急いだわけでございますが、環

境審議会の放射能対策専門委員会議ということで専門の先生にお集まりをいただきまして、ど

うもありがとうございます。 

本日は基本方針案を具体的にまずはまとめていこうということで、いろいろな情報が今集ま

っているところでございます。また、県民の皆さんが今一番何を心配しているかというと、放

射能の曝露についてかなりの不安なり心配をされているというのは私もよく承知しております。

こういうことについて早く安心の宮城県をつくっていくということは大切だろうと思っており

ますので、２時間にわたる会議でございますが、何とぞ議事進行にも先生方のご協力いただき
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まして、貴重なご意見を承れれば大変うれしく思います。 

それでは、順番に議事を進行させていただきます。 

第１の議題が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、まず事務局からご説明ください。 

○事務局（笹原原子力安全対策課事故被害対策調整班主任主査） 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説明させていただきます。使う資料につきましては、こち

らのＡ４で出てきております基本方針の案、それとＡ３の長物で出てきております基本方針案

に係る主な意見等ということで説明させていただきます。 

宮城県議会に１２月２０日に開催しました折に基本方針案をお示しさせていただきまして、

各構成団体に意見を照会しておりました。１月１０日までに意見を照会した結果、１０団体か

ら意見をちょうだいしております。本日はこのＡ３の用紙、語句修正以外の意見を掲載してお

りますが、その中でも主な１５個を抜粋しまして説明させていただきます。左側に１、２、３

等振ってありますので、ここについて説明させていただきます。 

また、意見の内容ですけれども、大まかに分けますと食品の検査、健康調査、新規制値、除

染、廃棄物の処理、それと体験学習といった意見がございますが、この点についてご説明させ

ていただきます。 

まず、基本方針第１章、基本方針でいいますと１ページ目になります。基本的視点のところ

で①になります。こちらに目標を掲げている年間放射線量追加被曝線量１ミリシーベルト以下

とありますけれども、これについては外部か内部被曝か、合わせて１ミリシーベルトなのか明

示して欲しいということでございました。 

これに対しまして、修正案につきましては２ページ目になります。２ページ目のやや上の方

なんですけれども、追加被曝線量（外部被曝をいい、自然及び医療由来の放射線を除く）とさ

せていただきましたが、外部被曝ということで修正させていただいております。 

続きまして、第２章になります。ページでいきますと基本方針の４ページになります。放射

線・放射能の監視・測定の部分になります。ここにつきましては②、③、④のご意見をいただ

いております。 

まず②なんですけれども、これは内部被曝による影響を調査するために実際の食事に沿った

摂取量調査の実施を方針化してほしいというものでした。③につきましては、放射能検査機器

の配備について県南部の汚染地域を中心に拡充していただきたいというもの。④につきまして

は、これは市町村からの意見なんですけれども、機器の整備だけではなくて人員あるいは経費
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等についても検討いただきたいという内容かと思われます。 

これらの意見に対する対応なんですけれども、原案どおりとさせていただいています。ただ

し、その理由としまして、Ａ３の方の左側になりますけれども、その理由を回答してございま

す。まず、②の実際の食事に沿った摂取量調査ですけれども、これについては県民自らが持ち

込んだ農産物等の安全を確認できるように今後県内市町村に対して測定機器の配備に努めてお

ります。導入の際につきましては実際の食事についても対応できないか今後市町村と協議して

いくとしております。③の検査機器の配備の拡充につきましても同様の回答ですが、農産物な

どの定期的な検査に加えて、新たに県民の不安に対応するために住民らに身近なものを測定す

る検査体制の整備に努めていくとしております。また、その下に人的拡充というものもあるん

ですけれども、これについても技術研修を拡充など図っていくとしております。④につきまし

ても、これは③の意見の下の方と同じなんですけれども、住民が持ち込んだ農産物の検査につ

いてはやはり住民の不安払拭が目的であるところから、より身近な市町村に対応をお願いして

いるところでございます。ただし、各市町村でその測定が円滑に実施できるように、県として

は人員の配備等は難しいんですが、技術研修の拡充などを図ってまいりたいと考えております。

Ａ３の１ページ目、第２章につきましては以上になります。 

続きまして、Ａ３の２ページ目をお開きいただきたいと思います。 

基本方針の案につきましては７ページ目になります。 

健康不安への配慮ということで、ここにつきましては１月２４日に開催しました第２回有識

者会議を踏まえまして、Ａ３の方、右側に修正文を載せてございます。実際の基本方針はやや

見づらいかと思いますので、Ａ３の方に抜粋しておりますけれども、右のような書きぶりに大

幅に修正させていただいております。結果を踏まえまして主な内容をかいつまんで言いますと、

放射線の健康調査に関する学術的な研究結果があります。また、県南地域における放射線の積

算線量がデータとしてございます。そのほか、福島県におけるホールボディカウンターによる

内部被曝線量の測定結果、これらを踏まえて現状では健康への悪影響が考えられず、健康調査

の必要性はないとの見解をいただいております。 

これに対しまして対応策として、今後放射線に対する正しい知識の普及啓発、一般検診やが

ん検診の受診勧奨、喫煙、食事、運動等の生活習慣等の改善による発がんリスクの低減、がん

登録の整備推進など、こういったものの充実を図っていきたいと考えております。 

第３章は大幅に変更になりました。 

第３章の⑤になります。汚染状況重点調査地域指定の８市町の子供たちに対する健康被害調
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査実施はどのように取り扱うのかということで、これにつきましても有識者会議において現状

では健康への悪影響は考えられないとされたことから、他地域での調査は考えていないという

ことで、修正案のとおりとさせていただきたいと考えております。 

続きまして、第４章になります。基本方針の方には８ページ目になります。第４章の意見と

して、まず⑥になります。空間放射線線量の低減化で、マニュアル策定等の側面的支援ではな

く、県が実施主体となり除染に取り組むというような踏み込んだ姿勢が必要ではないかという

ご意見に対しまして、修正案としまして基本方針８ページ目の個別取り組み方針１、空間放射

線線量の低減化のところにございますように、除染を実施する市町村に対し除染支援チームを

派遣するほか、マニュアルを策定し提供を行うなど、市町村と一体となった除染を推進してい

きますとさせていただきました。マニュアル策定のみならず、今後除染の取り組みに関する方

針が確認されてきたということで、除染チームを派遣するという部分を加えさせていただきま

した。 

Ａ３の方の３ページ目をお開きいただきたいと思います。裏返しになります。 

⑦になります。４月１日から食品衛生法上の暫定規制値が新たな基準に改められて制定予定

でありますけれども、消費者としては不検出であることが安心につながることから、規制値内

の食品についての対応はどのようにするのか、流通しても売れない、業者から安く買いたたか

れるなどの対応ということで、修正案を示しております。 

こちらで９ページの下の技術支援のところになっておりますけれども、修正案としましては、

放射性物質濃度を低減するための栽培や飼育等に関する助言や指導等の技術支援を行いますと

させていただきました。その理由ですけれども、まず平成２４年４月１日に施行予定の新規制

値につきましてはさまざまな視点から議論されております。食品の安全・安心の観点からも適

正な値と考えられることから、今後はこれに従って適正に対応させていただきます。ただし、

農作物の放射性物質濃度の低減技術に関する情報につきましては随時生産者なりに提供してい

きます。これにつきましては、先週になりますけれども、農産物の不検出を目指した技術情報

ということで農林水産省から出ておりますので、そういったものによって今後情報提供させて

いただくということになっております。また、それでも検出されてしまった場合につきまして

は生産者の損害と考えられることから、損害賠償の対象として明示するよう今後国に強く要望

していくことになりますというふうに回答させていただきました。 

⑧です。食品の安全・安心、さらには学校、保育所等給食食材の不安を解消するため、流通

段階でのきめ細かい食材品目の検査体制の充実と情報公開が必要ではないかということで、修
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正案を、これは８ページ目の方に飲食物による放射性物質汚染の拡大防止の項目になります。

前後して申しわけございません。ここに放射性物質濃度の検査をきめ細かく継続的に実施する、

きめ細かくという一文を入れさせていただきました。これにつきましては、今後流通する食材

につきまして収去検査を実施する予定でおりますので、きめ細かくという文言を追加させてい

ただいております。 

第４章につきましては以上です。 

続きまして、第５章です。⑨、⑩になります。基本方針の方につきましては１１ページから

になります。放射線線量低減化対策というところです。 

⑨、⑩につきまして、まず⑨です。汚染状況重点調査地域以外のマイクロスポットの測定機

器等の支援は理解できるが、高濃度の場合に対応するためのマニュアルは作成しないのか、あ

わせて県民への情報提供のための対応マニュアルは作成しないのかというご意見でございます。

基本方針につきましては原案どおりとさせていただきましたけれども、その主な理由は、県民

向けの除染活動のパンフレットを作成する予定でありまして、その中でマイクロスポットへの

対応も記載する予定でございますと回答させていただきたいと思います。 

⑩、河川、河川敷及び山林等の除染対策についての方向性を示すべきではないか。この点に

つきましても原案どおりとさせていただきますけれども、今後国のモデル事業の動向あるいは

県環境審議会放射能対策専門委員会議などの意見を踏まえながら、県庁内の連絡調整会議など

で議論していくとしております。 

第５章については以上でございます。 

続きまして、第６章、Ａ３の方は４ページでございます。基本方針の方は１５ページ、汚染

物・廃棄物の処理に対する意見ということです。 

まず、⑪です。除染及び放射能汚染拡大防止の対策について最終処分に関する具体的対策と

具体的目標期日を明示していただきたい。これは稲わらとか家畜排泄物等の処分が遅れている

ことを例に挙げながら最終処分に関する対策と目標を掲げていただきたいというものです。こ

れにつきましては原案どおりとさせていただきますが、その理由として、除染については今後

除染実施計画の策定の中で除染支援チームにより個々の市町村の状況に応じて具体的な目標を

設定と対策の検討を支援してまいります。また、最終処分の方針は国が年度内に示す予定であ

りますので、これを踏まえて迅速に対応していきたいと考えてございます。 

続きまして、⑫になります。こちらにつきましては、除染活動で排出されるごみ、これは土

壌を含むものの処理ということになるんですけれども、その処理方法を早急に教示願いますと
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いうことです。これにつきましても原案どおりとさせていただいております。理由ですけれど

も、除染等に伴い生じた廃棄物の処理方法につきましては昨年末に国が策定した廃棄物関係ガ

イドラインに基づき今後処理することとされております。 

⑬です。除染実施市町ごとに設置する仮置き場の施設施工等の支援・指導を行うよう願いま

すということです。これにつきましても原案どおりとさせていただいておりますけれども、済

みません、⑫と⑬は関連した質問になっています。除去土壌の仮置き場の造成・整備について

は今後国や専門家の意見を聞きながら、除染支援チームにより個々の市町の状況に応じた支援

をしていく。また、除去土壌の処分基準がまだ国から示されていないということで、処分の方

法は現段階では明確ではないという状況になっています。 

第６章については以上です。 

第７章、これが基本方針でいうところの１７ページになります。損害への対応ということで

すけれども、ここにつきましては説明を省略させていただきますが、このように回答させてい

ただきたいと思います。 

続きまして、第８章です。正しい知識の普及啓発という部分になっております。 

ここではご意見として、この取り組み方針の中で既に知識の普及啓発について拡充すること

が挙げられているんですけれども、さらに主婦、子供を対象とした放射線測定の体験学習ある

いは体験学習を指導する人材育成、これを提案するとされております。これにつきましては提

案どおりとさせていただきますが、今後その提案のような測定体系を含めた出前講座の拡充あ

るいは人材育成を図っていきたいと考えております。 

基本方針の意見に対する対応と理由については以上でございます。よろしくご検討お願いい

たします。 

○須藤座長 どうも簡潔にご説明をいただきましてありがとうございました。 

いろいろなご要望に対して原案どおりというところもかなりございますけれども、改変でき

る点は変更、要望どおり変更いただきまして修正をいただいたというものでございます。ただ

いまのことを前回とご説明いただきましたが、さらに今の修正を加えてこの平成２４年１月と

いうことで、あす正式にこれはこれでよろしければそのように決まるということで、今日は専

門家の皆さんの前で再度チェックをお願いをしたいというのが趣旨でございます。どなたでも

結構でございます。それでは、一番大事な議題でございますので、石井先生から順番にもしご

意見があれば。よろしければよろしいで結構でございますが、どこからでも結構でございます。

ご意見があればどんどんおっしゃってください。 
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では、逆にいきましょう。西村先生からどうぞ。 

○西村委員 すみません、ちょっと１点だけ。十分に私が理解できていなかったということかも

しれません。Ａ３の資料の２ページの第３章の⑤です。修正案のとおりというのは、 

基本方針の案の方を修正されて、そちらを見てくださいということなのでしょうか。 

○須藤座長 そうですね。もう１回、そこは再度繰り返してください。 

○事務局 修正案のとおりの部分につきましては、基本方針の方にも載ってございますけれども、

このＡ３の方の第３章の一番上から、第３章を以下のとおり修正するということで、この部分

全体が変わると考えていただければと存じます。 

○西村委員 この上のところですね。 

○事務局 そうです。 

○須藤座長 そうすると、それで先生どうですか。いいですか。それだったら理解して、今のと

ころ何か問題がありますか、そこはいかがですか。 

○西村委員 いや、ございません。 

○須藤座長 だったら、よろしいですか。ほかは大体お認めになるというか、特に大きな問題は

なくてよろしいですか。 

では、井上先生。 

○井上委員 とりあえず１点は、これは第４章のＡ３の４ページの方です。意見のところで放射

性物質濃度を低減するための栽培技術等に関する助言で、家畜の方は確かにまだ放射性物質濃

度が一定存在するということがあるのかもしれないんですが、いわゆる農産物の方で果たして

それほど今放射性物質が問題、もちろんキノコとかではあると思うんですけれども、一般的に

は余りないんじゃないかと。むしろ何かこの表現をすると県産の農産物に結構広範囲にまだ放

射性物質があるようなとらえ方をしてしまうんですが、その辺いかがなものでしょうか。 

○須藤座長 はい、それでは部長、よろしくお願いします。 

○小泉環境生活部長 この部分について説明を補足させていただきますと、今後の県の基本的な

考え方として農産物の生産についてはやはり基本的には不検出の形の生産体系というか、それ

で対応していくというのが県の基本的な考えとして打ち出したいというふうな方向で現在検討

しておりまして、不検出で、大体国の方で示されている２５ベクレル以下の形で対応していく

必要があるんじゃないかと。その一つの認識として、もうもはや今後の状況を考えた場合に、

４月から確かに新規制値が大変厳しくなるんですけれども、実際の流通ではもう不検出のよう

な形でないと売れないんじゃないかというふうなことも踏まえて、やはりそういうふうな生産
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といいますか、そういうふうな生産出荷体制をやはり組んでいく必要があるはずだという認識

に立って対応をしていかざるを得ないだろうと考えてございます。 

○須藤座長 考えはそうなんだけれども、この表現ぶりがちょっと井上先生がもう少し配慮して

ほしいと。 

○井上委員 考え方、やはりちょっと表現の話になって、もうちょっと何か。それなりにこの形

かもしれないんですけれども、ちょっともう一度ご検討いただければと思います。 

○須藤座長 先生、例えばの例ですと、そこを抜いた方がいいとさっきおっしゃったんですよね。

抜くと今のことのようになり、逆にやはり確認するためにそれは残しておいた方がいい、例え

ば２５以下で書く必要はないんだけれども、ただ、そこを触れないというのもよろしくないん

じゃないですか。どうですか。 

○井上委員 すみません、今のは検査の数値が十分そろっていないという認識なんでしょうか。

すごく感覚的な、多少私のところで調べているんですが、調べた範囲だと２５を超えるような

ものというのはめったに出てこない。うちの方とかでは。ほかには乾燥されたものの果物とか

で一部ちょっと２５を超えそうかなというものがあるぐらいの状況のような気がしまして、そ

うすると違う面でのいろいろな技術指導とか、そういったことは必要だと思うんですけれども、

この低減のための栽培というのはそれほど、キノコに関しては必要なのかもしれませんが、そ

のほかそれほど必要ではないのではないかなという気がするんですが、ちょっとその辺もうち

ょっとご検討をまずいただければと思います。 

○小泉環境生活部長 では、そこら辺実態を確認はいたしますが、実際の数値そのものも農作物

に関しては検出下限以下でもないんですよね。結構数値としてやはり出ているものですから、

やはり今後、そういうふうな点では基本的には全く安全・安心の状態でないと本当に売れなく

なる可能性もあるのではないかという県としての考え方です。だから、それを踏まえてやはり

対応していかざるを得ないだろうというふうなことではございますが、ただ、確かに先生おっ

しゃるとおりほとんどない中でこういうふうな表現を使うのかどうか。 

○須藤座長 表現があるとあるんじゃないかと疑われると、懸念されるという、そういう先生の

お言葉だと思います。 

○小泉環境生活部長 ご指摘のとおりごもっともの点もございますので、ちょっと表現の仕方に

ついて少し。 

○須藤座長 そうですね、ちょっとまだ１日あるから、もう少しちょっと表現が何かその逆をと

られるという場合もないとも言えないというのが井上先生のご意見なので、もし１日、２日で、
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あしたですか。今夜中に確認することになりますね。では、石井先生からどうぞ。 

○石井委員 それで、今のところなんですが、宮城県はほとんど土中の放射能は少ないんですが、

畑なんかは大体ほとんど１ベクレルとか数ベクレルですので問題がないんですが、田んぼとか

そういうところでは１０ベクレルとかというものもあるんです。けれども、今先ほど部長が言

ったようにやはり１ベクレル以上だと全然売れなくなると思うんです。というので、低減する

技術の指導というのは実際必要じゃないかなと思って、最近我々ちょっと調べて、土中の粘土

でほとんど吸着してくれればもう植物に移行しないんですが、そうでない形でいる場合は移行

するんです。その場合は栽培方法で移ってしまうんです。 

○須藤座長 植物の方に移ってしまう。 

○石井委員 ええ、植物の方に。その典型的な例が福島市の要するに米の問題です。あれは恐ら

く栽培の過程において１０倍以上とか２０倍以上とかというふうに、隣の田んぼとぼんと変わ

ってしまうんです。そういうようなことが実際にあるわけです。だから、今言っているそんな

５００ベクレルとか、そういう高い話じゃなくて、数十ベクレルとかを抑えようと。 

だから、もっともう２ベクレル、１ベクレル以下とかというふうにしたいというときには、

たとえ土の放射性濃度が、０．何マイクロシーベルトだったら全然問題ないんですけれども、

それ今、丸森町でいくと１．何マイクロシーベルトとかありますから、そこでは可能性はある

んです。栗原市ですとか、角田、亘理、高いです。あと山のところもです。そういうところで

あるので、やはりそれは知らないでつくってちょっとでも食べられたらば何十ベクレルだから

買わないとかということになるんです。だから、それは努力するのはいいんじゃないかなと思

うんです。 

だから、放射性濃度を低減するという、その意味が放射性濃度というのが栽培したものに対

する放射性濃度を低減するということであるならばそのままでいいんじゃないかなという気が

します。 

○須藤座長 より低くということですね。より低く。 

○石井委員 ええ。だから、土の中の放射性濃度をぐっと下げてというのは、これは除染を土と

か何かにやったり、そんなことをしなくてはいけないんですけれども、野菜の中に今のままで

いろいろなところで、まだ随分広いですからなかなかそう簡単には畑とか田んぼまでいきませ

んから、そういうところのものはやったらいいと。 

だから、例えばここの一番最後のところに、資料番号つけていないからちょっと分からない

ですけれども、一番最後、農作物の放射性物質濃度低減のための栽培技術対策の中に放射性濃
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度の低減技術というものがちゃんとあって、こうすれば良いということを言っているんです。

この中で結構当たっているところがあるんです。だから、こういうことをやればすぐ下がると

いうことで、ただ、ちょっとこれにはもう一つ、土壌の何か、気になる人がいて、ちょっと測

ったら２０ベクレル／キログラムあったよとか、土壌の検査もしてあげるといいかもしれない

です。 

○須藤座長 あわせてですね。 

○石井委員 あわせて。ただこうやればいいよというんじゃなくて、何も必要ないところにやる

必要はなくて、必要なところだけ、そこはちょっと土壌の検査をしてあげることも必要かなと

思います。 

○石塚委員 ちょっと基本的なことなんですけれども、これ皆様から出た意見に対して対応策を

書いて、それで下がこの基本方針に対して修正するものは修正する、修正しないものはしない

ということになるわけですけれども、それで、その理由が書いてあるわけですけれども、理由

も公表して説明するわけですよね。 

○須藤座長 よろしいですね。そういうことですね。 

○小泉環境生活部長 はい。 

○石塚委員 この中に結構やはり今後対処していきたいとか、今後努力していきたいとか、書い

てあるわけです。そうすると、意見を出した人はどうしてもやはり最終的な姿、早目に初めに

こういう最終的な確実な姿を見せていただきたいということで言っている意見が多いんですよ

ね。 

そういうことから見てくると、やはり何らかの形で今後こういうことをしますという理由に

ついて残しておくというか、基本方針とセットになっているような扱いをしていただくと理解

度が上がるんじゃないかなと考えました。 

○須藤座長 ありがとうございました。では、それは部長からどうぞ。 

○小泉環境生活部長 今回の基本方針でございまして、この後にいろいろ基本方針等々了解いた

だくと、さらにここの対応方針で書いているような個別の課題も含めた実施計画という詳細な

ものを３月中には策定したいというふうに考えておりまして、なかなかここでは書いているも

のについてもはっきり言うと課題も多いですよね。今検討しているというものも結構多くて、

それは３月までにきちんとできれば出してきた方々の方向に沿うように対応していきたいとは

思っているんです。 

○須藤座長 はい。石塚委員、よろしいですか。 
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○石塚委員 ちょっと意見を述べますと、やはり今さまざまに動いていまして、ほかのところも

いろいろなことをやっているわけだから、ほかのことを参考にしながらやれるべきことをやれ

ば良いわけであって、早目に物を固める必要はないと。今のお答えの中で今後の対応策の中で

そういうことをやっていただけるということで了解いたしました。 

○須藤座長 わかりました。この委員会、普通こういう委員会というのは年に二、三回しかやら

ないのが普通なんだけれども、何かもう毎月あるいは二、三カ月ということもあり得るので、

今石塚委員おっしゃっていただいたように、それから、事務局からも基本方針が決められたら

具体的な対応、あるいは、この中には国が決まったらそうしますとか、国が決まってから考え

るだの、それに即時に対応しますとかというふうになっている部分があるんで、やはり国待ち

という部分もあるんで、そういう意味では一、二カ月の間に国の方針も具体的になってくるの

で、そういう意味では３月末ぐらいに今のようなことが可能であれば個別の問題に対応するた

めのこの専門委員会議も開かれるだろうということで、石塚委員に納得していただきましたこ

とで、よろしいですか。 

ほかの先生、さらにこの今の基本方針で修正してというようなことを、今のさっきの部分、

農産物の値についての部分は、文章表現を若干検討いただくということは課題として残りまし

たが、ほかによろしいですか。先生方、よろしければ基本方針案を、ここで案を取るわけには

いかないんでしょうけれども、我々としてはこの案を専門委員会議として、一部ちょっと字句

修正があるけれども、お認めいただくということでよろしゅうございますか。 

なければ、これからも多く伺わなければいけないこともございますので、今日とりあえずこ

の基本方針案についてはお認めいただいたということで、あすの幹部会ですか、にかけていた

だくということにさせていただきたいと思います。では、どうもありがとうございました。 

 

    （２）除染実施計画策定に係る課題について 

○須藤座長 では、さらに次の議題に移ります。それでは、除染実施計画策定に係る課題につい

て。これも重要な課題、問題で、課題が多くあるということなので、この課題について順番に

ご説明いただきましょう。それでは、ご説明ください。 

○事務局（中村原子力安全対策課放射性物質汚染対策班主任主査） 

それでは、議題（２）の除染実施計画策定に係る議題についてということで、こちら、先に

１点お詫びしなければいけないんですが、こちら、先般お伝えしていた内容で除染実施計画策

定マニュアル等についてということでご案内したところでありましたけれども、実際市町が１
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月から１２月２８日の汚染状況重点調査地域の指定を受けまして今現在計画策定に入っている

わけですけれども、計画を策定する中で幾つかの課題というものが生じてきましたので、今回

策定マニュアルとかということではなく、除染実施計画策定に係る課題ということでご議論を

委員の先生方にしていただきたく、こちらの方に修正させていただいた次第です。どうぞご容

赦いただきたいと思います。 

それでは、早速ですが、資料３をごらんください。こちら除染実施計画策定に係る課題とい

うことで、あと、資料の方とあわせましてパワーポイントの方も用意していますのでご覧いた

だければと思います。 

まず、こちらの課題ですが、現在宮城県内におきましては放射性物質汚染対策特措法に基づ

く汚染状況重点調査地域に指定されました市町が除染実施計画の策定に向けてその作業を進め

ているところであります。県においても昨年末ですけれども除染支援チームというものを設置

しまして、こちらによりその支援をしているところでございますが、今後除染を進めるに当た

りまして現状の認識として以下の検討課題、こちら資料３の方で四つほど示しております。順

を追って説明させていただきます。 

まず、１番目です。除染により発生した除去土壌の処理方法についてです。こちらは除染に

よりまして除去土壌が発生いたしますが、これに対する処理につきましては今後計画を策定し

除染を実施していく上で大きな課題となっております。しかしながら、現在のところ除去土壌

の処理の基準が国から示されておりませんで、当面保管をせざるを得ないような状況となって

おります。 

除染に際しまして保管場所や処分場確保の問題から除去土壌の発生量や除去土壌の処理量は

なるべく抑える必要がありますけれども、そのためには効率的・効果的な除染、さらには放射

性物質の効果的な分離・濃縮などの高度な技術の適用も検討する必要があります。こうした中

で、地域の事情や汚染の状況によっても異なりますが、具体的に今後どのような方法といった

ものが考えられるかといったものが一つの課題になっております。 

続きまして、二つ目に森林の除染についてです。こちらは、除染関係ガイドラインでは森林

周辺の居住者の生活環境の放射線量を低減するという観点から、林縁から２０メートル程度の

範囲を除染の目安と定めております。 

しかしながら、森林と生活空間の接点は多様でありまして、森林内に家屋が点在する場合、

森林自体が生活の場となっている地域もあるほか、また、その森林自体がレクリエーションの

場となっている場合もございます。 



-14- 

こちらの方に示しましたけれども、以下の次のような場合の除染についてどのような考え方

で進めていくべきかといったところがまた課題になっております。一つが森林内の通学路の除

染。いぐね、こちらは屋敷林です。その除染というものと、あとキャンプ場の除染、あとは、

その森林が斜面である場合。平場というんですか、それとの相違の有無というか、対処方法が

違うということも検討していかなければならないと考えております。 

続きまして、ページをめくっていただきまして、三つ目になります。こちらが除染実施区域

を決めるための線量測定についてということです。放射性物質汚染対処特措法に基づきまして

除染実施計画を策定する際には除染実施区域を決めるための線量測定が必要となっています。 

環境省の示した除染関係ガイドラインでは、その方法につきましてそれぞれの市町村の実情

を踏まえて街区等の区域単位を選定した上で調査測定をする区域を決めるものとしておりまし

て、具体的には学校や公園等の測定によりその区域を判断する方法であったり、一定のメッシ

ュを区切って調査測定を実施する方法が例示されております。 

現在、県内の汚染状況重点調査地域の市町では細かくメッシュを区切った測定を検討してい

るところがある一方で、主に航空機モニタリング、こちらは文部科学省の方でも示されたデー

タになるんですけれども、等の基本の調査の結果による計画策定を検討しているところもござ

いまして、地域ごとに対応に違いが生じているところでありますけれども、県としてその部分

をどのように対応していくべきかというところがまた一つの課題となっております。 

最後に四つ目になりますけれども、こちら河川の除染対策についてということで、環境省か

ら示されている除染関係ガイドラインになりますけれども、こちらでは河床の堆積物の除染に

つきましては、洪水等の自然現象による河床の変化などの特性や河川での除去作業実施による

下流域への影響も考慮しまして、建物や土壌、草木等の除染作業が一定程度進展した後に実施

を検討するとされています。 

一方で、上流域から運ばれてきます放射性物質が沈着した堆積物が河川の水量増大に伴い河

川敷や中州などを汚染し、比較的高い線量が観測されることも考えられます。また、河川敷等

には公園等の生活空間も存在する場合もありますことから、住民不安が生じているといったよ

うな状況もあります。 

このようなことから、河川敷などの生活環境の影響を視野に入れました河川への除染の対策

について今後どのように考えるべきかという課題がございます。 

以上、四つの課題、すべてどのように対応すべきかや考えるべきかというところをずっと書

いておりますけれども、委員の先生方のご意見をちょうだいしたく、よろしくお願いいたしま
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す。 

○須藤座長 課題としては今のところ当面の除染実施計画をやっていく上では、この四つの課題

について何らかの回答というか、考え方が述べられればとりあえずはよろしいですか。ほかに

はもうないんですね。いいんですね。環境の分野だからこれだけでよろしいですね。部長、大

体この四つについて我々が議論すればよろしいですね。 

○小泉環境生活部長 あくまでもこれは主要な課題でございまして、そのほかにも今後の委員会

議においても随時いろいろなお話をさせていただきます。 

○須藤座長 先生方からいろいろご経験なりご検討なりされている中であれば５番目の問題のそ

の他として挙げさせていただいて、五つについて議論させていただくということでまずはよろ

しいですか。 

それでは、やはりこういうものはまざってしまうといけないから、除去土壌の処理方法につ

いてということで、ではこれも１番からもう指名しないでいきましょう。皆さん困ったことか

らお得意のところもあるでしょうし、理解、現在おやりのところもあるんで、何かご意見があ

ればどうぞ。どなたでも結構でございます。具体的にはどのような方法があるのかということ

なんで、土壌をかき取ってきて集めるまではそんなに難しい技術じゃないし、ゼネコンででき

る技術なんだけれども、その後どうするかということで、この前の石井先生がなるべく小規模

にやっておいて分散型にしておいた方が取りやすいんじゃないかというご意見をいただいて、

私は大変賛成なんです。よそへ行ってもそういう話をしているんですが、やはり大規模にして

しまえばしまうほどその集めるところが難しいし、また嫌われるしというようなことがあって、

なるべく小規模分散型にとりあえずした方がいいのかなと思ってはおりました。 

それで、ただし、これが工学的に取り除けて洗浄して取り出して濃縮して、最後に例えば遮

断型にして処分ができるという技術が確定してくれば、それはまた話が別かなというような気

がしますが、いろいろこういう方の専門の先生がいろいろなところで苦労して研究していただ

いているのも知っておりますので、何かこの辺についてご意見があれば。石井先生がやはり一

番詳しいですかね、ここについては。よろしくお願いします。 

○石井委員 まず、先ほど言ったように除染で今福島県でやっているんですが、５センチとって、

それが大量になってしまって、しかも今、土が凍ってしまって、ひっぱがすとこんなになって

しまって、さらにそれが大量になって、仮定していた穴を掘って入れてしまって、それが全部

埋まってしまって、さらにその上にてんこ盛りになっているという、そんなようなところにな

っています。 
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  そういうことがあって、土を取るという作業を現在今福島市でやっているのを見学したんで

すが、測定器が非常に重要で、現場の人も言っていたんですが、空間線量を測るもの、シンチ

レーターというもので測るんです。この場合空間線量を測っているので、実際にそこの土を取

って、そこの土の表面に放射能がなくなっていても、とにかく測っていったらそこらじゅうか

ら放射線が来るわけで、本当のところはわからないです。 

  僕はそれはＧＭ管で確認しながらやれば、ＧＭ管というのは表面だけでなくてベータ線を測

るので、それを確認しながら除染する方法が良いと思っていますが、ＧＭ管はそんなに大量に

配備されていないんです。空間線量を測るものは３０だか、福島市に相当配備されたんですけ

れども、それで、ＧＭ管を急遽貸すことになって、今貸すといってもそんなに出せないんです

けれども、宮城県はその意味ではＧＭ管を除染に関してはどのぐらい持っていますでしょうか

ということがあって。それが除染のときにはＧＭ管でやると１センチぐらい取ればもうなくな

ってしまったということになると、もう１センチ以上取る必要ないわけです。 

  ところが、空間線量のものだと全体から来るから、下がどれだけ取れたかわからないんです。

だから、ＧＭ管を使って、要するにさっと取ってぽんと測ればここはなくなったといって、本

当に取れている、だから１メートルの空間線量でやっていてはだめで、しかもＮａＩで地べた

に近づけてもＮａＩのシンチレーターはベータ線を測れませんから、地べたにつけても。した

がって、そうじゃないんですね。だから、これＧＭ管を使ってやるとか、そういう工夫があっ

て、そして、そのようにやれば結構少なくて済むんじゃないかと思うんです。 

  もう一つ、宮城県の場合には、この地図を見てもわかるんですが、比較的高いのが丸森町あ

たりなんです。それでも１．何マイクロシーベルトなんです。これらは集めてどこかに保管し

ておくと４年たつと２分の１に落っこちて、６年たつと３分の１になってしまって、そうする

と、今１マイクロシーベルトを基準にしているのが０．２３マイクロシーベルト／ｈなので、

１マイクロシーベルトだと６年後にはほとんどみんなそこまでいってしまうということが起こ

ってしまうんです。 

  そうすると、何か国が２年以内にどこか集めてくれるところに持っていって、それ持ってい

ってくれればいいんですけれども、みんなにできないと置いておくだけでどんどん減ってしま

って、ただの土にというか、ただの土にはならないんですけれども、０．２３マイクロシーベ

ルトぐらいになってしまうのがかなり増えると。 

  そういうことを考えると、宮城県の除染はそれも踏まえて４年後どうなる、６年後、こうい

うものは６年もたてばまだ駄目だよねというものはそれなりのもので、どうもほったらかして



-17- 

もいいかなというものは地面の中に埋めて置いていて、でもそのままいけば減ってしまう。と

いうものも、そこら辺も考えながらやると効率よく、何でもかんでも皆どこからか集めてきて

やると相当な量になってしまうんです。ただ単に。そうするとどうしようもなくなる。 

  そういうようなやり方をやると。だから、常に測りながらやっていくとやっていけば宮城県

の場合はかなり除染がうまくいくんではないかと。冬は土地が凍っているのを無理くりひっぺ

がしているのは、余り、ほかの場所もついていないものもあるものも含めて持っていってしま

うので、それをちゃんとやったらいいんじゃないかなというのが１番目に対するもので、やは

り効率よく放射性物質を集めて、そして管理して、効率よく管理すると。要するにもうそのま

ま置いていても大丈夫そうだなというものはそのままいってしまって、自然になってしまうし、

そうじゃないものは管理すると。 

２番目の森林の除染についてなんですが、これは主に土手なんです。草なんです。この草が

ほとんど放射能を抱えているので、その草を根っこごと全部取ってしまえばいいんですけれど

も、そうすると山崩れとか、要するに草が根があるために雨が下に流れていってくれるのがど

んどん地面に降ってしまって大変なことになるという、そこら辺を注意しなくてはいけないの

で、やみくもに草を取れば除染になるからいいというわけじゃなくて、そこら辺はすごく慎重

にやる必要があるんだと思います。 

あと森林なんですが、木が放射能を、古い木は降ってきたときに持っているんです。それが

意外とたわしで洗うと落ちるんですけれども、あんな高いところにたわしを持っていってでき

るかという問題があるんですが、ただ、たわしでやると水でかけてじゃーとやると下に皆流れ

ていってしまって、下にみんな落っこちてしまう。だから、そこら辺ちょっと注意しなくては

いけなくて、木がどのくらい、宮城県の場合には木は余り気にしなくてもいいかなとかと、そ

れもちょっと調べてみる必要があると思って、山はかなりもう多種多様で、木とか、しかも常

緑樹と落葉樹とは違うし、草もいろいろな草があって、その辺をもっとちゃんと調べた上でや

らないとまたまたこれも不経済なことになったりするから、それをちょっと調べた方がいいん

じゃないかなと思います。 

あと、３番目なんですが、これはもう本当に飛行機でやったものでは全然わからなくて、山

の中でも全然放射能がなくて、そこのキノコがしっかり食えるところもあれば、そうじゃない

ところもあるということで、それはやはり少なくとも航空機で調べたところをもう１回ちゃん

と、十把一絡げで全部ここのところは、この地域は全部だめだよというのはどうかなという気

がするんですけれども。調べるのは大変なんだけれども、大して広くないから。そうするとお
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百姓さんたちは安心するかなと。あそこの山はＯＫだとか。 

河川は基本、これは本当にどうしようもないです。河川だけじゃなくて、福島市でこういう

ことが起こっています。一旦除染して、ああよかったと言っていたら、またたく間に２カ月、

３カ月でもとに戻ってしまった。それはどんどん流れてくるんです。山とかいろいろなところ

から。 

だから、要するに粘土等に、粘土は小さいのでとにかく雨が降ると移動するという。それで

ホットスポットをつくる。またもともとあった運動場に流れてくるということがあったりして、

結構大変なので、ましてや河川はしょっちゅう水が流れてくるので、河川に関しては河川敷と

か、そういうものを使っている場合はむしろ遮蔽です。取るというのは取っても取っても変わ

りないんで、遮蔽とか、そんなことを考えた方がいいのかもしれないです。 

しかも、遮蔽もコンクリートだ何だかんだというと大変なので、水８センチでこの放射性セ

シウムから来る放射線量は２分の１になるので、だから、水みたいなものでぶくぶくとやって

遮蔽するとかというのも一つの手かもしれないです。福島のある民家の家の人はペットボトル

を窓際にずっと並べて、それで減っているという。あっちから来るものです。そういうものも

あって、水で遮蔽するのも結構。あと要らなくなったら廃棄すればいいのですから。そのまま。

だから、水の遮蔽体なんていうものもちょっと県で考えるといいのかもしれない。 

だから、取るばかりじゃなくて、いつも来るようなところは、しょうがないところは遮蔽と

いうことも頭に入れて県民の安全を守ると。要するにすべからくすべて県民の安全を守るため

の方策として、取るだけじゃなくて遮蔽も必要になるようなところがある、。そういうことで

す。 

○須藤座長 ありがとうございました。 

ほかの先生、さらに。全部１からだけじゃなくてよろしいですよ。 

○石塚委員 石井先生は専門的なことをお話ししたので、恐縮なんですけれども、企業が原子力

施設について除染する場合の能力は、例えばここのところについて業者さん除染してください

となったとなると、その表面の汚染を測るんです。それに対して契約としてどこまで落としな

さいということで契約をすると思うんです。ところが、こういう自然の中ではなかなかしにく

いんだと思います。つまり先ほど先生がおっしゃった方法でやることはなかなか難しいと思う

んですけれども、できれば表面のものを測って、それで何百ベクレルだと、それをどれだけ除

染しましたかということでやっていくと効率的なんじゃないかなと私は思ったんです。 

あと、もう一つはちょっとどこに当たるかわからないんですけれども、外国も含めて幾つか



-19- 

の講演会等を聞いていますと、大事なのは除染後の利用の優先度といいますか、そちらから判

断する。再度どういうふうに利用するんだというところから考えていかないと、例えば線量の

高いところからなんかでなはくて、どういうふうに利用していきますよと、ここは工場ですよ

とか、ここは公園ですよとかいうところから順番に考えていかないとなかなか効率的にいきま

せんよと、言われていますので、そういうところを加味して考えるべきじゃないかなと私は思

いましたけれども。 

○須藤座長 ありがとうございました。 

○石井委員 ちょっといいですか。先ほど言ったのは、このさっき触れた年間放射線量１ミリシ

ーベルト以下と県で言っていますので、１メートルの空間線量が０．２３マイクロシーベルト

にならないと、この基準にならない。だから、空間線量だったらシンチレーターで１メートル

の高さで０．２３マイクロシーベルトということにすることで、ただ、それができない場所な

んです。山なんか。そこらじゅうから来ますから。そのときどうするかということをもう１回、

ここで簡単にこうすればいいというアイデアはないです。だから、それは現場に行ってやる方

がいいかなと思います。 

今、僕はどこの方向から主に来ているのかという、それを調べる装置を開発して、あした福

島市に持っていってやるんです。うまくいくといいなと、それも非常に期待していて、  一

旦取っても、ここゼロと言っても、半分しか放射能というのはほかから来て。半分というのは

０．２じゃないんです。もっと高いんです。０．５とかという話なんで。だから、それをどう

やってやるか、もう本当にやはり０．２３マイクロシーベルトに落とさないと１ミリシーベル

トになりませんから。 

○須藤座長 国際的にもそうですから、それを目標にしているのは当然なんで、宮城県もそうし

ていただくわけですが、今のように、ですから空間線量だけの値でいうとむしろ３０％程度と

か、２０％しかならないんですよね。こう周りから来てしまって。あれで評価したんではまず

いんですよね。 

それで、さっきのお答えは先生のご質問についてどのくらいのＧＭ管で測れるのか、、その

辺どのぐらいの測定器があるのでしょうか。 

○事務局 今時点でちょっと数は確認しなければならないんですけれども、実際の除染のときに

それぞれの市町村が使えるような数は今のところ県では所有していないと思います。 

○須藤座長 でしょう。ですから、要するに空間線量を測る５０センチとか１メートルのものは

ある程度今出回っているものがあるんでしょうけれども、それだと先生おっしゃるような、私
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もそう思うんですけれども、要するに周りから全部来たものの値で測るから、そこでもう土で

取れたかどうかというのはわからないんですよね。局所的には。それなので、そこは注意をし

なくてはいけないよというのが先生のご注意なんですよね。我々はやはり効果をきちっと評価

ができないといけないことと、それが評価して県民が安心だというふうに思ってもらわなくて

はいけないんです。あちこちで集まってきたものを測ったんでは、１週間たち、２週間たった

らまたもとに戻ってしまう。そういう値になりますよ。そうやってしまうと。そうすると効果

がなかったになるんで、そうなるとまずいなと私は思っています。 

では、井上先生、お願いします。 

○井上委員 多分もう石井先生が相当ご検討されていることを繰り返しながらの話になります

が。、１番の土壌の処理なんですけれども、すべての土壌には多分適用できないんですが、例

えば学校の校庭の比較的砂利とか砂質のところのものでしたらば、石井先生おっしゃられたよ

うに粘土のところに主に放射性物質が集まっているので、その粘土だけを集めるような、これ

はそんなに高度な技術ではなくて、土木というか、昔鉱山とかでやっていた技術そのもので十

分濃縮することはできて、多分今福島でモデル事業ですか、もっと高濃度の汚染の土壌の除去

の試験研究なんかで実際に幾つも事例は出ているようですけれども、そういった方法である程

度分離濃縮は可能だと思います。 

ただ、例えば水田の土壌とか、もう非常に粒子の細かいものが主体のものになるとその適用

は難しいんですけれども、比較的濃度が高くてちょっと大部分の土をきれいにしてやろうとす

れば再利用が可能なようなものに関してはそういうような形で濃い分だけ濃縮する、そういっ

た方法も適用可能なものがあると。 

ただ、全体の量の中でそれがどの程度を占めるかというのはそれほど多くないと思いますし、

むしろ石井先生おっしゃられたようにまず濃いところを、とにかくそこだけをうまくはぎ取る

というのが一番効率がいいと思うんですが、一部についてはそういう濃縮分離は可能だろうと

いうふうに思います。 

○須藤座長 先生のおっしゃったのは粒子を分級するわけですね。 

○井上委員 そうです。 

○須藤座長 大きくて重いものは先に沈むからそこでこうやれるということみたいですが。 

西村先生、どこでもいいですよ。 

○西村委員 少し今の河川の対策についてお話しさせていただきますが、やはりこれももう石井

先生お話しされたとおり、もろに底泥やら水環境中でも底質の方にはかなり検出される場合も
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ありますので、そういう特性ですので、河川にも底泥中に含まれていて、特に洪水とか雨が降

って逆に移動してくるということはこれからも十分起こることだと思います。 

それを除去するというのは、そもそも放射性物質に汚染される以前から水環境中での有機汚

泥でのヘドロの問題というのは、当然お金をかければとか、そういう話にはなるんですが、非

常に難しいところでもありましたので、かといって水環境として考えますと子供たちも含めて

近くに隣接するところに遊びに行くというような可能性も当然ありますので、除染というか除

去するということが非常に難しい場合でも適切なモニタリングを、特に洪水とかイベント等を

踏まえて、もしかしたら大きくその値が変わる可能性もあるということを想定しながら、危険

がないように情報としてきちっと整理して、必要に応じてソフト的な対策をとっていくという

ようなことをやっていただくのが重要ではないかと思います。 

ほかのところもそうで、最終的な処分方法とか、今の除染、河川に関しましてはさらに水質

というか、生物生態系への影響も懸念されるところで、これは環境省がこれから調査をされる

というふうに聞いておりますが、そういう情報も適切に出され、県民の皆様にはよく周知して

いくという中で必要に応じて調査をすることも必要かもしれないと思っています。 

もう一つはというか、全体的なんですが、とにかく最終処分方法あるいはそれに至る除去土

壌の処理、基準的なものが明確に決まっていない中で、効率よく量的にできるだけ少量で効率

よく集めていくというのは非常に難しいというのをまたお伺いになるところだと思いますので、

順番をつけてというか、そういうメリハリを重点的に、どちらかといえば全体的にというより

は重点的に除染する場所というものを適切に評価しながらきちっと対応していくということと、

やはり全体的にソフト的なというか、やはりきちっとした情報を集めた上で対応していくとい

うことを徹底していくしかないかなというふうに思います。 

○須藤座長 ありがとうございました。 

それでは、私も、耳学問に近いんですけれども、幾つか先生方がおっしゃらなかったことに

ついて情報としてお話をした方がいいかと思います。先週もずっと環境省の中で除染技術につ

いてお話をし合う機会があったんですけれども、当然汚染した土壌からどうやってはがして、

どうやってそれを濃縮して、そして、どうやって最終処分に持っていくかというプロセスが最

終的には、宮城県にはないにしてももっと高濃度のところにはあり得るし、宮城県も場合によ

っては起こり得るかもしれないというようなことですよね。 

そうすると、先ほど井上先生がおっしゃったんですけれども、もちろん分離することも必要

だし、それから、ゼオライトのように、ただのゼオライトじゃなくて、ゼオライトとか雲母と
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か特異的にセシウムと結合するようなものが開発されつつというか、開発されていると言った

方がいいのかもしれませんが、まだパイロットプラントのような段階なんですけれども、そこ

の穴にきちっとゼオライトとか、そういうところの穴に入り込んで、それでそれを除去できる

と。それから、そういうものに磁化して磁性で分離するとか、分離プロセスもいろいろなこと

が開発されているようで、これから何カ月かというか、そのうちには使えるものがあるのかな

というような気もしております。 

それから、生物でいうとキノコの類、菌類ですよね。キノコとか、それからあとは粘菌類と

か、ファイトレディメデーションというかバイオレディメデーションというか、そういうその

中に選択的にセシウムが入るんですよね。シュッシュッとかけたらなくなってしまうなんてい

いかげんな話もあるんだけれども、そんなことはあり得ないんで、ほかの処理と違うんでどこ

かに必ず残るわけでしょうけれども、そういうふうに随分研究が盛んになってきて、プロセス

をきちっと組めれば物になるものもあるのかなという気もしております。 

そんなことで、最後の部分のところは、処分のところです。処理方法についてというところ

については、先ほどから具体的には石井先生おっしゃるように小規模で少ない量であればそれ

でそのままでいいのかもしれないけれども、はがして全処理しなくてはいけないという場も生

じるかもしれない。それは技術的には近々可能になるんではなかろうかなと思っております。 

それから、その中に木のチップですあります。あのチップが結構吸収能が高いという話も聞

いておりますので、それを今のようなことでやれば取り除いて、最後は燃やした方がいいのか

な、そうするとまたそれが濃度の高いセシウムの焼却灰になるのかもしれませんが、とにかく

量を下げるということが必要なので、その木も針葉樹がいいのか広葉樹がいいのかということ

もあるようですが、チップが結構効果があるというような話も聞いております。 

それから、森林なんですが、これ一番私は難しいと思っているんですが、丸森なんかはそう

でしょうけれども、やはり傾斜があるんだったら上から順番にやらないと、下にやってしまっ

てからまた上から来るということになるんで、常識ですが高いところから下へというのは当た

り前の話かなという気がします。先ほどこれも石井先生におっしゃっていただいたんですが、

草が生えているところもあるんですが、上の方に木があるならば上の方から順番に行かないと

やってもまたもとに戻ってくるというようなことがあるんで、そういう高低差のあるところは

順番にということが大切だと思います。 

それから、あとは河川の場合、西村先生がおっしゃっていたんですが、阿武隈川流域は福島

県を流れてくるんで、私は予想したよりも実際の測定値、さっき見せてもらったんですが、余
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り高くないんでよかったと。ヘドロの部分、水はもうないのはわかっているんですが、ヘドロ

の部分もそんなに高くないなという気がしたんですが、ですから、これも先生がおっしゃって

いただいたように、まさかあそこを浚渫して何かしようなんていうふうなことを提案するつも

りは全くございませんが、どんどん沈着して堆積していって、それが曝露の原因になるのはよ

ろしくないんで、中州だの河川敷というのは公園じゃない、何というか子供の遊び場だの犬の

散歩だの、ああいうふうになっているところも結構あるんで、そこが曝露する原因になっては

いけませんので、何らかの形で、先ほど遮蔽をするのがよろしいとおっしゃったんですが、何

かそこも人がもしどうしても危ない場合は隔離をしておくとか、立入禁止にするとか、そうい

う点も必要かなと。住宅街の方が先でしょうから、子供の通学路とか、そういうものが先でし

ょうから、河川はある程度は後回しになるのはしようがないんですけれども、ただ、きちっと

モニタリングしておかないとどのぐらいあるのかすらまだよくわかっていないので、私も環境

省にはあの川の対応をよくやってくれということを頼んであります。第三次補正でこれを測っ

ていくということになっているわけですので、海が主なんですが、河口域もやってほしいとい

うことをお願いをしております。 

そういう意味では、やはりきちっとしたモニタリングというものが必要なんで、その上の方

もそうなんですが、ただ航空機で測った線量だけでやってしまっているのもよろしくないんで、

やはり先ほどもきめ細かなということをおっしゃったんですが、きめ細かな測定に基づいて重

点的な場所をやはりやって、それを優先的にやっていって、しかもそれが子供だとか乳幼児が

一番近づく場所であるならばそこを優先的にするというのが当たり前の話なんでしょうから、

その辺に心がけてやっていくかなというふうに思います。 

あとほかにもあるかもしれません。もし思いついた点がありましたら、どうぞおっしゃって

ください。どうぞ。 

○石井委員 先ほどちょっと言うのを忘れてしまったんですが、田んぼと畑についてここに書い

ていなかったんであれなんですが、現在畑はほとんど放射能を測っても野菜には移行されなく

て、大体宮城県から出てくる野菜はほとんど１マイクロシーベルト以下がほとんどなんです。

だからといって放射能がなくなっているわけではないです。それをどうするかということにな

って、田んぼも恐らくかなり低いです。それをどうするかということに関して、もう宮城県の

場合には休耕地の田んぼは上の土を取れば何とか除染できると思うんですが、使ってしまって

いるところは耕してしまっているんですね。では、それはどうするという。それは、そこの線

量に依るんですが、深く耕してしまうと土がものすごい遮蔽になりますので、基本的にはどん
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と減ってしまうんです。それで、それで出て０．２３マイクロシーベルトまで落ちればもう恩

の字なんです。０．５マイクロシーベルトぐらいだったら恐らくぐちゃぐちゃとやればいって

しまうんじゃないかと思うんです。 

だから、そこら辺ちょっと僕らもまだ試していないんですが、どこら辺までやればいいかと

いうことで、とにかく除染は取るばかりではなくて、低いところはどっちかというと下の方に

拡散してしまって、十分野菜とか、そんなものに影響がないということがだんだんわかってき

たので、田んぼとか、そういうところはもう放射能によるんですが、深く耕して盛っていって

しまうと。そうすると、もう土の吸収というのはすごく高いんで、相当空間線量を下げること

になるという、そういうことも視野に入れてやらないと、田畑も全部０．２３０マイクロシー

ベルトにするというのは気が遠くなるような、全部土を取るといったらそれこそもうどこにそ

の土を持っていくのかということになってしまって、恐らく拡散ということも視野に入れると

いうことが重要じゃないのかなと。それで０．２３マイクロシーベルトにする。０．２３マイ

クロシーベルトにすれば、６年後には０．０７ですから全然問題なくなってしまうんです。 

もう一つ、落ち葉なんですが、さっき言った針葉樹、落葉樹の違いがあって、落葉樹の場合

には３月１５日に降ったときに実は、木に葉っぱがまだありませんから、そのままぐいぐい皆

落っこちて、我々落葉樹を集めてやると結構落葉樹の葉っぱに放射能が皆捕まっていて、意外

と下まで行っていないということで、落葉樹は上の落ち葉を全部かき集めれば相当落ちること

がわかっています。 

では、落ちた落葉樹をどうするかというので、それを水で洗って、学生に今つき合っている

んですけれども、洗ってみると意外と落ちるということで、水で洗うんです。水以外に別なも

のを入れてしまうと、やろうと思ったら大量にやりますよね。そうすると、それをどうするん

だということになってしまうんで、水だとそれでしばらく沈殿しておくと上澄みはもう放射能

がないので捨てられるというので、濃縮できるんです。だから、落ち葉の場合には集めるとい

うのも一つの手かなと。それはそんなに多くないんです。 

ただ、そんなようなところというのは空間放射線量率を見ると丸森と栗原とか、そういうと

ころがあるんですが、例えば先だって我々が行った農学部のところなんですが、そこもちょっ

と高かったんで、だから今のところで見てみるとうわーっとなってしまうかもしれないけれど

も、穴が詰まっているところは結構あります。ただ、落ち葉を集めれば結構みたいなことで、

そういうことも一つの。集めてしまって、そこから出てきたキノコは大丈夫だと思います。今

のところ。意外と落ち葉というのは堆肥層をつくっているのでとめているみたいです。 
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○須藤座長 そうすると、それは遮蔽しているんですね。結果としては。 

○石井委員 そうです。行くのを抑えているんです。下に落ちている落ち葉が抑えている。我々

花見山という福島市に花見山公園というものがあるんです。そこでちょっと実験をやったのは、

意外と途中、下の方にはなくて上の方で高い。だから、山に関してはそんな落ち葉はそんなふ

うな方法もあるなということで、とにかくやってみるといろいろなものが出てくるんです。だ

から、それに対応してやっていったらいいんじゃないかなと。だから、国からマニュアルをも

らっているんですが、あのとおりやればいいんだという話じゃなくて、宮城県としてはやはり

宮城県民の一番の利益です。安全と利益を考えた除染も必要かなというふうに思います。 

○須藤座長 ありがとうございました。大変具体的なご提案をいただきました。 

すると、もちろん濃度にもよりけりだけれども、下の土と上の土がまざればその分だけ減る

ということですね。それは耕すということにつながるわけですよね。ですから、我々はやはり

取ってしまえというのを先にどうも皆さん言うものだから先に取るというふうにいってしまう

んです。除染とは取ることだと言うんだけれども、下とまぜて少なくなればいいですからね。 

○石井委員 １５センチメートル下に行ってしまうともう上に上がってこないですから。 

○須藤座長 そうですね。さっきの今の落ち葉の話もおもしろいですね。先生の研究室でもう既

にやられたわけですね。 

○石井委員 そうです。 

○須藤座長 落ち葉を洗うんですね。なるほど。 

○石井委員 だから、例えば福島市で３マイクロシーベルトなんです。田んぼの土の上を測ると。

こっちの田んぼは１．何マイクロシーベルトなんです。だから、かきまぜても３分の１まで落

っこちたりするから。だから、丸森あたり１．３マイクロシーベルトだからかきまぜれば１．

３マイクロシーベルトというふうになってしまって。だから、そのシーベルトによるんですが、

やはり取るということもあるんですが、拡散というのも一つの安全を確保する方法の一つとし

てやはり考えてみたらどうかなということをここで一つの提案としたいですね。 

○須藤座長 これは部長、各市町村からそれなりの今のような技術というのは提案が出てくるん

ですが。こっちから言うんですか。ご指導されるんですが。 

○小泉環境生活部長 ちょっとやはりなかなか出てこないですよね。 

○須藤座長 だから、今のような話もしていただいた方が。これは議事録もとられるでしょうし、

提案の中身いろいろ得られるでしょうから、すべてそうだというわけじゃありませんから試し

ていただいておいて、絶対的なことを具体的な方法論をその市町村の中で取り上げていただい
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てやっていただくということも大切ですよね。そうしないと、それこそ土の山ばかりあちこち

につくることになってしまうんで、それは我々としては気をつけなくてはいけないことかなと

いうふうに思います。 

ほかの先生方、よろしいですか。どうぞ。 

○井上委員 石井先生が補足と言われたわけですけれども、実際にそうやってまぜた畑の土とか、

それからやはりそれが安全だという確認の視点という意味合いで、水を使って、土壌汚染のと

きやりますね。あれと同じ方法をやると、やはり水の方には全然セシウムは出てこないです。

ということは、水に出てきたセシウムは植物の根が吸収する可能性がかなりあるんですけれど

も、実際ほとんど出てこないという。これすべてそうかと言い切れるかどうかあれなんですが、

今幾つか調べた限りでは全く水には出てきていないので、多分ある程度レベルの下がったとこ

ろはそうやってまぜてやればほぼ問題ないだろうということでよろしいんじゃないかなと私自

身思います。 

○石井委員 ただ、粘土についているものは植物には行かないんだと思うんです。ところが、高

分子についたものは水に溶けないでちゃんと中にあるんです。それは植物に行ってしまうんで

す。だから、水道の水はもうどっちみち安全なんですけれども、田んぼの中で必ずしもそうい

うふうに水に溶けなかったから安全だというんじゃなくて、要するに根を張っていたときにそ

の高分子と根っことの相互作用で移行してしまうんです。恐らく何か菌かバクテリアか何か知

らないですけれども、それがどちらかに作用するんです。だから、セシウムのイオンというの

はどんなものよりも存在していないと思ったんです。だから、すかっと透明になった水にはほ

とんどいないんです。 

ところが、だからといって下にある沈殿物が植物に移行しないかというとそうではなくて、

しっかり移行してしまうんです。それが福島の例なんです。要するにほとんど粘土質なんです。

ところが、では粘土で全部出たかというとそうじゃないものがいて、それから移行したみたい

です。だから、土の中にいろいろなバクテリアとか何かがいて、水に溶けない。でも、植物の

根の近くにいたらしっかりぽんと行ってしまうわけです。その傾向がどんどん出て、ほかの根

よりも何百倍も濃縮してしまったわけですから、だから、そういうことはあるので、先ほどさ

っき言ったように土を調べた方がいいですよと言ったのはそういう意味なんです。 

宮城県はそんなものは余りないんですが、ただ、１０ベクレル／キログラムとか２０ベクレ

ル、時々出てくるんですよ。田んぼから宮城県も。１００ベクレル以下で全然もう問題ないで

すけれども、だけれども、売るときに１ベクレル／キログラム以下と言って売るのと１０ベク
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レルでやるというと、みんな１０ベクレルだったら１ベクレルを買いたいねとなってしまうじ

ゃないですか。 

だから、うんと測って言うのはいいんだけれども、もう県が１０ベクレル／キログラム以下

を不検出にするといってもう全部やればどこだかわからないからということもありますけれど

も、業者はちゃんとしっかり測っていくときっと言うでしょうね。ずっとやはりなるだけ低い

ところをつくりたいですね。部長さん、お役所さんたちは。だから、それに対するアドバイス

というのはちゃんと県がしないといけないんじゃないかなというような部分。そのときはやは

りそこの土を調べるというのが重要だと思います。 

○須藤座長 重要なアドバイスだと思います。ありがとうございます。 

ほかの先生、よろしいですか。大体先生がまとめていただいたのでもういいですか。 

続いては、この議題はその他として何かありますか。この問題についてその他以外にありま

すか。みんな大体おっしゃっていただいたようですね。 

国がやったものを待っている必要もなくて、うちはうちでやはり具体的なことがわかったら、

それは当然やればいいんで、国を待つ必要も必ずしもないだろうと。ただ、指針なり何かとい

うのは国に従わなくてはいけないんで、今度安全の基準なんかもそうですけれども、ああいう

ものについては当然これは宮城県が実行していくということになるものと思います。 

 

   ４．その他 

○須藤座長 次はその他になるわけでございますが、何かありますでしょうか。どうぞ。幾つか

ありますね。 

○事務局（中村原子力安全対策課放射性物質汚染対策班主任主査） お手元にございます資料の

４の除染に関する最近の動きというものと県の除染対策の取り組みについてというところにつ

いて説明させていただきます。 

まず、資料４の除染に関する最近の動きということで、国の動きと県の動き、そして市町の

除染に関する進捗状況とに分けて書いております。こちら、書いてございますとおり１２月１

２日から補助金の要綱の発出ということで書いておりますけれども、１２月２８日に汚染状況

重点調査地域の指定の告示といったこともあってそのポイントになっております。また、１月

１日が放射性物質汚染対策特措法の全面施行ということでございまして、以下は２０日、２７

日の部分につきましては実際の除染の作業に係る部分で環境省から除染計画推進員の派遣に係

る通知が出ましたことや、あとは先週の金曜日になりますけれども、１月２７日に市町村等の
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除染実施に対する補助金に係る説明会が開催されたといったような動きになっております。 

一方、県の動きとしましては、昨年末の１２月２１日に除染支援チームの編成を行いまして、

２６日にこちらの第１回の環境審議会放射能対策専門委員会議の会議を開催させていただきま

すとともに、除染対策連絡調整会議も設置し、開催いたしております。また、１２月２７日は

事故被害対策経費に係る県及び市町の東京電力に対する損害賠償請求ということを行っており

ます。 

年が明けまして１月５日から、除染支援チームが編成されましたので、各市町の方に派遣を

しているところでございまして、１月１９日には第２回環境審議会の開催、３０日、本日です

けれども、第２回の環境審議会放射能対策専門委員会議を開催しております。 

三つ目として、市町の除染に係る進捗状況ということで、別紙のとおりということで次のペ

ージになりますけれども、汚染状況重点調査地域市町における今後のスケジュールということ

で、主に詳細の線量測定、除染実施計画策定、除染の実施ということで三つに大別して大まか

なスケジュールの方を８市町の方に確認しております。 

詳細な線量測定につきましては、それぞれ市町さんの方で取り組みの部分についてばらつき

がございますけれども、除染実施計画策定につきましてはおおむね３月下旬までには策定し、

４月から除染の実施ということを計画しているところがほとんどでございます。石巻市につき

ましては一部除染実施未定とありますが、こちらについては線量の高い地域が特に牡鹿半島の

ところということで、周囲に民家のない森林の多い地帯ということで、今現在その部分につい

て検討をしているというところでございます。 

以上が資料４になりますけれども、除染に関する最近の動きになります。 

続きまして、資料の５になりますけれども、県の除染対策の取り組みについてということで、

こちらまずは一つ目として汚染状況重点調査地域の市町への支援ということで、先ほどもご説

明しましたが除染支援チームの編成を行っております。こちら設置が、先ほども説明しました

とおり平成２３年１２月２１日で、環境生活部内の職員を中心とした２０名の編成となってお

ります。 

二つ目としまして除染対策連絡調整会議の設置ということで、こちら平成２３年１２月２６

日に第１回目の会議を開催させていただきまして、構成としましては汚染状況重点調査地域の

市町の市長さん、町長さん、あとは県ということで会議を設置しております。こちらの目的等

につきましては、書いていますとおり円滑な除染対策の推進というところが主なものになって

おります。 
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続いて、その他の取り組みということで環境審議会放射能対策専門委員の設置ということに

なっておりまして、こちら第１回目の会議が１２月２６日に開催させていただきました次第で

す。今回が、本日が第２回目となっております。 

二つ目として除染アドバイザーの委嘱ということで、こちらの方を委嘱予定としております。 

三つ目としまして市町村職員向けの除染講習会の開催ということで、こちらも今後実施予定

ということになっておりますけれども、局所的な高線量箇所、通称でマイクロホットスポット

と呼ばれておりますけれども、こちらの対策を円滑に推進するため除染対策の進め方や除染活

動の実務等について専門家の方をお招きして、県の支援チームや市町村の職員に対する研修会

を開催するということを考えております。 

こちらの部分、今ご説明した部分が文字となっておりますけれども、こちらを体系的に図式

化したものが下の図になりまして、こちらのパワーポイントの方でもカラーで記載されており

ますけれども、さまざまな部分から除染という部分に対して県、あとは市町村が一緒になって

除染を進めていくといったような体制を組んでいるところでございます。 

続きまして、放射性物質に係る除染支援チームの編成ということで、こちら次の２枚目の資

料になりますけれども、こちらが平成２３年１２月２１日に設置されました支援チームです。

ここに３番の組織というところにありますけれども、２０名の体制の中で原子力安全対策課長

を総括リーダーとして、そして副総括リーダーとして環境生活総務課の環境政策専門監、以下

四つのグループ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４グループになりますけれども、それぞれ担当の市町を決

めまして支援に当たっているところでございます。 

支援チームの基本的な考え方としましては、汚染状況の調査測定、除染実施計画の策定、除

染の実施、除去土壌等の保管とその最終処分の実施に向け、市町村と一体となって除染を推進

するということが一番の目的です。 

この目的のために当該市町の職員と一緒に支援方法や支援内容について調整検討し、市町ご

との支援方針を固めまして、これに基づき現地に赴く等の支援に取り組むということになって

おります。これで、先ほど申し上げましたとおり、１月５日から早速それぞれの市町さんの方

に出かけましていろいろと、その後も週に何回かとか、いろいろな形で支援、討議等を行って

いるところでございます。 

次に具体的な支援内容ということで、こちら県が主体となって実施する支援内容ということ

で、全体的に市町が除染を実施していく上で協議すべき共通的な作業のところを掲示したもの

が（１）でございまして、除染に対する考え方であったりとか、あとは策定マニュアル等の提
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示等々も考えております。 

あとは、二つ目として、市町の方が主体となって実施します事務への県の支援内容というこ

とで、その市町さんによりまして地域の実情を踏まえますと要望、ニーズといったものは異な

っておりますので、それに応ずるべく対応していくという形になっております。主なものにつ

いては調査の測定計画に当たっての助言であったり、あとは除染実施計画案の調整・作成であ

ったりといったところを支援していくといったような形を考えております。具体例としてはこ

ちらに四つ掲げておりますけれども、これ以外にもそれぞれの市町の方で支援の項目があれば

それに向けて対応していくといったような体制を取っております。 

以上が今回除染に関係します主な除染に関する最近の動きというものと県の除染対策の取り

組みということで、二つ説明させていただきました。 

○須藤座長 そのほかの資料もあれば一括して全部、その上で。余り時間がありませんので。 

○事務局（中村原子力安全対策課放射性物質汚染対策班主任主査） はい、わかりました。 

先ほどの部長から説明もありましたけれども、今、薪の問題が出ているということで、新聞

記事の切り抜きになりますものですから、パワーポイントの方で簡単に説明させていただきた

いと思いますので、画面の方をごらんください。 

まず、こちら１月２０日の日経新聞ですけれども、高濃度の放射性セシウム、薪ストーブの

灰で検出ということで、福島県二本松市で薪のストーブの灰で高濃度の１キログラム当たり約

４万４，０００近くの灰が検出されたといった記事になります。この福島で検出された事案を

受けまして環境省の方では、次のスライドになりますけれども、薪ストーブ灰 庭にまかない

でとありますが、環境省が事務連絡ということでストーブの灰に関します当面の取り扱いの通

知というところと、あとはそれに伴う簡単ですけれども技術的なＱ＆Ａといったものが環境省

から出されております。 

また、環境省の方では燃料用の薪の放射能調査ということで先週から、２６日、２７日と薪

と薪の灰ということで試料を採取して今後測定を行うということになっております。 

簡単ですが、まきの現状については以上です。 

以上をもって説明を終わらせていただきます。 

○須藤座長 今のパワーポイントでやった薪の問題も含めて、さっきの資料４と５と、薪という

ことで三つございました。どうぞ、どこでも結構でございます。ご質問なりご意見なりありま

したら。 

八つの市町村はこれは私が聞くのも変なんですけれども、自らが挙げたというよりも環境省
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で０．２３マイクロシーベルト以上ということで、独自にやったものから出されているんです

ね。結局指定を受けた、指定八つと。私なんかだったら亘理がどうしてこの中に入らなかった

のかなと思ったんですけれども、そんなことを含めるとこれはどういう申請で、どのように指

定されたんですか。 

○小泉環境生活部長 基本的には０．２３マイクロシーベルトを超える面的に広いところについ

て、航空機モニタリング調査で一応明らかになった市町村に対して環境省が地域指定の意向を

伺っております。 

○須藤座長 意向は向こうから来るんですか。 

○小泉環境生活部長 いや、意向というか、考え方を。市町村の意向を伺ったんです。それで、

結果としてよろしくお願いしますといったのが単純に言うと８市町ということで、ただ、大河

原町は独自で結構調べた結果、結構高いところがあったということで追加的なものも含めて指

定されたということです。 

○須藤座長 ほかもあるんですか。高いところがあったけれどもいいですと言ってしまったのは

あるんですか。なぜそんなことを伺うかというと、後でホットスポットが出てきて、ではこれ

も、結局特措法にのせないと予算が出ないとか、いろいろあるじゃないですか。それらが気に

なったんです。そういう地域はないですか。 

○事務局 亘理町以外は今のところございません。亘理町の方でもいろいろデータを集めて国の

方にそういったことで協議をしたんですけれども、国の方でその内容を精査した結果指定に至

らなかったということです。 

○須藤座長 要するに、これはデータのほかの県との関係があるから、宮城だけそっちを認める

というわけにもいかなかったのかもしれませんけれども。わかりました。要するにほかのもの

に比べて全体的に低いんですね。 

ほかにご質問ございますか。どうでしょうか。除染に関する最近の動きについて、それから

除染対策の取り組みについて。 

では、私から余り質問するのもよろしくないんですけれども、除染アドバイザーというのは

どういうふうな資格で、どういうふうに決めて、何をさせるんでしょうか。 

○事務局 除染アドバイザーにつきましては、今後国の方からもいろいろな助言とか、そういっ

たものもいただくことにはなっているんですけれども、県としてもお願いして市町で実際に除

染をする段階でいろいろな助言を求めなければならない状況とか、そういったことがあったと

きにお願いするという形で、今後お願いするような予定でございます。 
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○須藤座長 例えば具体的に言うと全部で大ざっぱに何人ぐらいで、どういう資格なり、まさか

これ未経験の人がするわけでもないんでしょう。 

○事務局 今とりあえずお一人にお願いしたと考えております。全体でお一人。 

○須藤座長 全体で。そうですか、この専門委員会議の顧問みたいなものですね。具体的には何

と言ったらいいか、そんなことですか。 

○事務局 重点調査地域への除染アドバイザーは、国が支援制度を充実しております。 

○須藤座長 これ国の制度なんですか。 

○事務局 いや、これは県単事業です。ここは県単事業の部分について書いておるんですけれど

も、重点調査地域の８団体、８市町におかれましては国のアドバイザーがきちっと支援してい

ただける、そういった派遣経費等について国がすべて持っていただけるという支援制度がござ

いますので、それを活用させていただくと。どちらかといいますとこちらの県から委嘱させて

いただくアドバイザーはそういった地域もありますけれども、重点調査地域以外でもマイクロ

ホットスポット対策とか。 

○須藤座長 例えばさっきの亘理みたいな。 

○事務局 はい、そうです。亘理は面的な広さはないんですけれども、ある程度ありますので、

そういったところに派遣をさせていただいて、どういった除染方法が一番適切な効果の上がる

除染なのか。 

○須藤座長 例えば特措法に入っていなくて、あった、例えば今のような亘理のようなところが

あったときには、ホットスポットがあったらそこに行ってやるにはどうしたらいいかというよ

うなことを県としてやっていただくと、こんな感じの理解でいいんですか。 

○事務局 主にですね。ただ、重点調査地域も含むんですが、主に国の役割となりますので。 

○須藤座長 国も来ますよね。国からそういう役人とか、いろいろ技術者が来ますよね。それは

国に任せるわけね。そっちのアドバイスはね。 

○石塚委員 今の件について。 

○須藤座長 では、どうぞ、石塚先生。 

○石塚委員 福島県でガラスバッチを小学生がつけているわけですけれども、それを担当してい

る職員さんが大変厳しい状況になっているんです。それは、ガラスバッチというのはすぐに測

れるわけじゃないんです。ところが、一般の方々は、一般のお母さんはすぐにくれと、こうい

う話になっていて、大変厳しいクレームが来るんだそうです。まるでモンスターマザーのよう

に。それで、市民の担当者がかなり参ってしまって、やめたいというような状況になっている
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ということもちょっと聞いて、今改善を図っているんですけれども。ということは、やはりこ

ういうふうに支援チームをおつくりになって、もう大変な仕事を県の職員さんされると思うん

ですけれども、やはりその後ろにいる専門家がしっかりと権威を持って支えてやることがすご

く大事だと思いますんで、アドバイザーと聞くと何となく軽い感じがするんですけれども、し

っかりと権威を持って、あるいは、その方もそうですけれども、それがどこにつながって、き

ちっとそれにこたえているんだということをやらないと、県の職員が非常に厳しくなるんじゃ

ないかと思いました。 

○須藤座長 これは、アドバイザーというのは県の職員が兼務するんですか。じゃないんですね。 

○小泉環境生活部長 いや、民間です。 

○須藤座長 民間ですね、すみません。 

○小泉環境生活部長 基本的には県以外の方ということで今。 

○須藤座長 例えば、こういうことは可能なんですか。権威のある方ということですか。 

○小泉環境生活部長 十分可能でございます。 

○須藤座長 そういう意味ですね。公務員の先生はならないんですね。 

○小泉環境生活部長 いや、そういうふうな、県以外ということで。 

○須藤座長 県以外がなられるんですね。わかりました。それで、主として８市町村以外の問題

が起きたときに対応していただくと、そういう。 

制度面とか何かで、石井先生、何かございますか。この辺の取り組みについてですが。今ア

ドバイザーがどうだこうだと今議論したところなんですけれども。国の通知じゃないけれども、

すべての県民にここに出てきていただくわけにいきませんから、先生のような方がアドバイザ

ーになっていただければ一番いいわけです。そうすれば本当は対応がどういう問題が出てきて

も即座に解決していただけるとは思うんですけれども、そういうわけにもいきませんから。 

何か特にあれば、よろしいですか。ほかの先生方もよろしいですか。今、権威を持ってやっ

ていただくと、それから、どういうつながりでどういう位置づけがというようなことが大事で

すよということを今の石塚先生にお話しいただきましたので、検討してください。軽い感じじ

ゃだめですよということなんです。特に地元の方というのは特にこの問題に神経質な方という

のはすごい厳しく追及してきますから、それで参ってしまうということもあるでしょうから、

その辺のところはどうぞそういう権威のある方にお願いをしてくださいということでしたので、

是非そうしてください。 

それでは、よろしいですか。では、大体時間も近づいてきました。その他のその他、何かあ
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るでしょうか。 

よろしいですか。それでは、大変今日はご多用の中をお集まりいただきまして、与えられた

時間目いっぱい議論いただき大変貴重なご意見をいただいたというふうに思います。基本方針

案も大体まとまってきたというようなことで、課題についてもおおむね見通しも立ったところ

でございまして、次の専門委員会議においてまた議論を重ねていきたいと思っています。私の

役割はこの程度にさせていただいて、とりあえずこの議題については閉じたいと思いますが、

後の進行につきましては事務局の方にお願いをいたします。 

 

   ４．閉  会 

○司会 それでは、長時間にわたりまして本当に大変ありがとうございました。 

  次回の開催につきましてもまた改めまして事務局の方からお知らせさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、以上をもちまして第２回環境審議会放射能対策専門委員会議を終了いたします。 

  本日はどうもありがとうございました。 


