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   １．開 会 

○司会 皆様、おはようございます。本日はお忙しい中をお集まりいただき、まことにありがと

うございます。 

会議に先立ちまして、お手元に配付しております資料のご確認をお願いいたします。 

初めに、本日の次第がございます。続きまして、資料の右上隅に付した資料番号と、次第の

下に記載されております配付資料名を照らし合わせながらご確認をお願いいたしたいと思いま

す。 

資料は１から７までございまして、最後に参考資料がございます。不足等がございましたら、

後ほどで結構ですので、事務局までお知らせ願います。 

それでは、ただいまから第３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ます。 

 

   ２．挨拶 

○司会 開会に当たりまして、宮城県環境生活部長であります本木部長から挨拶を申し上げます。 

○本木環境生活部長 それでは、改めて御礼を申し上げたいと思います。本日は年度末の本当に

お忙しい中、ご出席をいただきまして、本当にありがとうございます。また、日ごろ、ご専門

でご指導いただいております点も改めて御礼を申し上げたいと思っております。 

本日の専門委員会議、３回目ということで、前回が２４年の１月でございましたので、１年

ちょっとぶりということで、大分間があいてしまいましたが、前回ご指導いただいた内容を踏

まえて、いろいろ対策を練ってまいりました。一定の成果も出てきているだろうと自己評価を

しているところでございますが、県民の不安も少しずつ和らいできているかなと思う反面、や

はりこの対策、まだまだ息の長い対策だなと思っております。 

今後ともいろいろご指導いただきたいと思っておりますが、今日は、これから幾つかこの対

策で論点がございまして、今県が考えていること等をご説明しながら、アドバイスをいただけ

ればありがたいということでお察しをいただきまして、後で資料に基づいて細かい内容の説明

をさせていただきますが、私のほうから幾つかテーマといいますか、論点をお話させていただ

きますと、１つは、モニタリングのテーマがございました。これについては、体制の復旧も整

い、また、増設もして、体制としては一定の体制が整っていると感じております。この前、地

域防災計画の策定をして、ＵＰＺという、これは女川原発絡みでございますが、新たにモニタ

リングの体制整備も図ったところでございますし、また、食品関係も、全庁挙げて各種のモニ
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タリングをやっております。この前、栗原の米で少し高い値が出てどきっとしましたが、全袋

検査をやって基準値を超えるものがなく、制限にまで至らなかったという事案がございまして、

一安心をしているところでございます。 

あと、除染についても、石井委員ほか、ご指導いただいて、今８つの重点地域でやっており

ますが、来年度２年目ということで、新たな展開としては、住宅も来年度から始まるところも

出てくるということと、逆に、除染の土壌の処理の基準がまだできていなくて、それが地域と

しても大きな課題になっているというテーマもございます。 

それから、風評被害の関係も、１つ、我々にとって大きなテーマでございましたが、これに

ついては、県として実質的な調査をやって、データを国に示して、先般１月に国の審査会にお

きまして、宮城県も地域として認めるという判断をいただいたところでございます。ただ、東

京電力の補償が始まるのは、４月に説明会が始まって、その後具体的に動いていくということ

で、ちょっと足の遅い対応になっておりますが、これも東京電力に働きかけながら、迅速に補

償なども進めていきたいと思っております。 

最後に大きなテーマだと思っておりますのが、指定廃棄物でございまして、これについては、

ご案内のとおり、８,０００ベクレルを超えるものは国の責任、８,０００以下については、一

般廃棄物の対応ということで、切り分けて進んでおりますが、なかなか地域として受け入れる

ところまで至っておりません。指定廃棄物のほうは、今月の末に２回目の市町村長会議を開く

予定にしておりまして、具体的な歩みをしたいと思っております。 

また、８,０００を超えないものについても、県として統一的な方針を出してくれという要

望もあって、県として、ガイドラインといいますか、処理方針を先般出しました。基本として

は、やはり市町村の一廃の施設でみんなで処理をしていきましょうという働きかけを今市町村

を回りながらやっている状況でございまして、これから課題はいっぱいある中でも、この指定

廃棄物をめぐる論点が大きな我々の課題だろうと思っております。 

後ほど事務局のほうからご説明をさせていただきますので、どうぞ皆様からご指導、ご鞭撻

をいただければありがたいと思います。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。 

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。 
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   ３．議  事 

    （１）平成２５年度の放射線・放射能測定実施計画について 

○須藤座長 かしこまりました。 

委員の先生方、どうもおはようございます。ただいま部長からお話がございましたように、

第３回目ということで少し間があいているわけでございますが、前回の委員会のときに、実施

計画やモニタリング計画をお示しいただいて、この１年間近くは粛々としてそれを実行してき

たということでございまして、やっと軌道に乗って、データもたくさん集まってきたと。そし

て、先ほど部長が言われるような課題が出てきたと、こういうことでございますので、順番に

それぞれについてお話をいただいて、先生方からご指導いただくということでございます。ど

うぞよろしくお願いをいたします。 

それでは、まず議題がたくさんございますが、本日は１１時３０分までということですので、

比較的時間が短うございます。どうぞ要領よくご発言をいただきまして、議事進行にご協力を

いただくようお願いをいたしまして、順番にまいります。 

「平成２５年度の放射線・放射能測定実施計画について」について、まずご説明願います。

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でございます。いつもお世話に

なっております。今日は大変ご苦労さまでございます。 

それでは、時間の関係もございますので、手短にご説明をさせていただきます。 

まず、お手元に配付資料の資料の３、これが次年度における宮城県の放射線・放射能に関す

る測定の実施計画の（案）ということでございます。 

目次の下のほうに、本計画の制定・改正履歴を付してございます。一昨年６月２９日、震災

の年でございますけれども、当面の測定方針ということで、まず制定されてございまして、そ

の後、２４年に２回の改正・制定等を行っております。今年に入り、１回の改正を行い、また、

今般の案の改正に至っているということでございます。 

まず１ページ目、目的としまして、県内の放射線・放射能の存在を可視化すると。可視化し

たその結果を速やかに県民の皆様に公表していく、こういったことを目的としているというこ

とでございます。 

対象としているのが、県が実施する放射線・放射能の測定ということでございます。 

あと、現在の状況等につきましては、スライドのほうでご説明させていただきたいと思いま

す。 
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この計画の個別の取り組み方針、いわゆる施策体系でございますけれども、４ページをお開

きになっていただければと思います。上段にあるのが放射線量の測定、あと、下にございます

のが放射能の測定ということで、分けてございます。大項目、中項目、小項目、このような小

項目にわたってさまざまな実施主体が、それぞれの頻度、具体な対象品目、そういったものを

定め、この計画のほうに盛り込まれているということでございます。 

一昨年の震災当初は何もない中で、特に本日ご臨席の石井先生に多大なるご協力をいただき

まして、放射能等々の測定を実施した経緯もございます。それらを踏まえまして、県としても

独自に機器の整備を計画的に図りつつ、これまでに整備してきたということでございます。２

５ページが放射線測定器の配備状況、その目的、２６ページが放射能測定器、このような形で、

測定体制の強化が図られて、現在実施されているということでございます。これは後ほど御覧

になっていただければと思います。 

それでは、こちらで、パワーポイントでご説明を申し上げます。まず２４年度の主な測定経

過を放射線・放射能に分けてご説明したいと思います。それが終わった後には、次年度の測定

方針等々についてご説明を申し上げます。 

まず、モニタリングポストによる常時監視、これも大分体制強化されてございます。目が細

かいので、もし見えにくいという方があれば、お手元の配付資料のほうを御覧になっていただ

ければと思います。これは、県内隈なく空間放射線を２４時間の常時監視、このような形で大

分充実されているということでございますし、各市町村には１カ所このような形で可搬型のモ

ニタリングポスト等々が設置されてきているということでございます。これは文科省が設置し

たものが３０、県独自に設置しているものが、県南地域を中心といたしまして３カ所ほどござ

います。また、水準調査、そちらのほうも１局から７局に増設強化されて現在に至っていると

いうことでございます。大分充実強化が図られて、現在空間放射線の測定に当たっているとい

うことでございます。 

これが代表的な地点の空間放射線の推移をグラフに表したものでございます。県の内部にお

きましても、線量が若干他の地域よりも高いところにつきましては顕著に減少傾向が認められ

ているということでございますし、また、もともとそんなに汚染がひどくないというような地

域に至りましては、これ、平行に見えますけれども、定規を当ててみますと、経年減少といい

ますか、そういったものが認められているという状況でございます。 

これは国が行っております航空機モニタリングの測定結果でございます。これは１年後の比

較という形になってございます。こちら側が２３年７月２日現在の状況、あと、こちらが、昨
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年の１２月２８日現在の航空サーベイによる汚染の状況でございます。 

これは御覧になっていただきますと、確かに県北地域におきましても汚染の程度は減少して

いるということが言えるかと思いますし、また、県南地域におきましても、この辺あたりのと

ころも、約１年経つとこのような形まで減少していると。丸森地域の県の内部において比較的

高いところにつきましても、色が大分緑がとれてまして、それだけ線量が下がっているという

ことでございます。 

これは学校等において、県内隈なく、校庭、園庭の空間放射線の一斉測定を実施していると

いうことでございます。２４年度で第２回目ということになってございます。 

ここのポイントとして、２３年から２４年に至りまして、最大数で０.７６からから０.３８

にまで半減していると。平均値にいたしましても、０.１３から０.０９まで、約３０％減少し

ておるということでございます。 

減少の理由として、放射性セシウムの物理的半減期による減衰、あと、いわゆるウェザリン

グ効果、または除染が実施されておりますので、これらが相乗的にこのような結果になってい

るということでございます。 

これは農林水産物の測定結果の概要でございます。簡易検査におきましても、対象品目も大

体３００品目ほど、あと、測定点数といたしましては、３,０００点余り検査しているという

ことでございます。若干高めに出ているものも当然のことながら検出されておりまして、これ

らは精密検査に回しているということでございます。 

あと、下のほうに、これはゲルマニウムによる精密検査の結果を表してございます。農産物、

畜産物、林産物、水産物とございますけれども、点数的にもかなり膨大な数を計画性を持って

検査しているということでございます。 

こちらが基準値、４月から強化されておりますけれども、超過点数をこちらのほうに表して

いるということでございます。変わり種といたしましては、ブルーベリーが１点、基準値を超

過している、そういった状況がございます。 

あとは特に特用林産物関係、まだ若干汚染の影響が出ているということもございまして、こ

のあたりが基準超過の点数としては多いということでございます。 

また、内陸系のイワナ、ヤマメ、そういったものも基準超過が認められているということで

ございます。 

次に昨年充実強化いたしました住民持ち込み食品の検査体制。これは８月に体制整備が整い

まして、住民からの依頼検査に応じているということでございます。 
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さまざまなものが持ち込まれてございます。イノシシの肉であったりとか、シカ肉、こうい

ったものも持ち込まれている。当然井戸水等も含まれている。 

今までのところ、約７,７３０点依頼がございまして、基準超過が認められたのが約５９０

点あったということでございます。パーセントにしまして、若干７％を超えている状況でござ

います。 

これらの結果につきましては、関係部署に連絡をいたしまして、さらなる計画の反映に生か

しているという状況でございます。 

この詳しい内容につきましては、お手元に配付してございます一番最後の参考資料、これも

２部構成になっているんですが、参考資料の中の資料１８ページにこの詳細な持ち込み検査の

結果の概要を取りまとめてございます。いろんな種類のものが持ち込まれているということで

ございますけれども、やはり天然のものがかなり多いということでございます。きのこ関係も

多く持ち込まれておりまして、その中で若干ながら超過が認められ、指導をしてきた経緯もあ

るということでございます。 

さらに、空気・土壌などの一般環境、こちらについても、調査・測定をしているということ

でございます。こちら、上段は県が実施している状況でございますけれども、下段は、環境省

が３ヶ月に１回調査している結果を取りまとめたものでございます。河川の水質で、不検出か

ら７ということで、若干出てございますけれども、これは阿武隈川からの検出ということでご

ざいます。このときのデータとして、強度の濁り、ＳＳについても５００を超えていたという

状況で、１回だけ検出されているというのが現状でございます。 

こちらがそれぞれの河川の底質における推移をプロットしたものでございますけれども、こ

れについてはこれといった傾向が認められていないというような状況でございますけれども、

赤のひし形、これは七北田川でございますけれども、こちらのほうが若干下がってきていると

いうような状況でございます。 

こちらが土壌の沈着量のマップでございます。このような状況で、これは国の調査になりま

す。 

さらに、海水・海底土につきましても、このような状況で推移してきているということでご

ざいます。海水関係につきましては、仙台湾中央で減少傾向にあるということでございますけ

れども、海底土につきましては、ほぼ横ばい傾向が続いているということでございます。 

それで、２５年度の方針でございますけれども、まず、測定対象といたしましては、２４年

度と同等の項目・頻度で測定を実施したいと。林産物・水産物関係につきましては、国の通知
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に基づきまして、農林水産物の検査を継続して実施したいということでございます。測定体制

につきましては、２４年度と同様の体制を継続して対応していきたいということとしてござい

ます。 

あとは、重要なのが、測定結果の広報でございます。さまざまな広報媒体、放射能情報サイ

トみやぎに始まりまして、これらの広報用のツールを使いながら、県民に速やかに情報を提供

してまいりたいということでございます。 

これは農林水産物の測定・検査の体制整備の内容でございます。先ほども充実強化が随分図

られたということでご説明申し上げましたけれども、専門分野にそれなりの機器を配備いたし

まして、精密、簡易検査ともに、今年度を上回るような形での検査を予定しているということ

でございます。 

主な測定内容、これは放射線でございます。まずはモニタリングポストによる常時監視を継

続する。国によります航空機モニタリングにつきましても、年２回ほど実施する予定としてご

ざいます。また、子供さん方の生活空間につきましても、２４年度と同様に、７月から８月ご

ろ、１回は測定をして、公表したいということでございます。 

こちらが主な測定内容になってございますけれども、内容としましては、２４年度と変わり

なく実施していきます。ただし、頻度は同様でございますけれども、検体数は、若干２４年度

よりも増やして実施する予定でございます。 

あと、食品関係も、流通段階、消費段階と、いろんな段階に応じた検査を継続して実施して

まいります。特に学校給食につきましては、食材の検査にあわせまして、一食丸ごとミックス

した形での検査もさらに拡充して実施していくというような予定としてございます。 

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。主としては、２４年度の測定結果について

ご説明いただきましたが、併せて２５年度の計画についてもお話をいただきました。どうぞご

質問、ご意見ございましたら。 

よろしいでしょうか。じゃあ、井上先生、どうぞ。 

○井上委員 非常にたくさんのデータをとられて、結果がまとまってきているということで、随

分進んできているなというふうに見たんですけれども、ちょっと細かいことで恐縮ですけれど

も、２点ほど質問がありまして、１つは、住民持ち込みの食品等の結果が７.６％超過と。県

の検査の結果、はっきり比率出ていないですけれども、多分それよりも低いと思うんですけれ

ども、この辺の違いというのは、やはり住民の方が疑わしいものをいっぱい持ち込んできた結
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果の反映というふうに解釈されているんでしょうかというのが１点と、それからもう一つ、先

ほど海域の底質のところ、データで、ほとんどある時期から一定になっているという結果を言

われた。要は、特にセシウム１３４なんかは、半減期２年ぐらいですから、蓄積がなければど

んどん下がっていくはずなのに、ほとんど横ばいということは、やっぱり蓄積、どんどん上流、

河川のほうから流入が続いていると解釈するのがいいのか。結果はいろいろお示しいただいた

んですけれども、解釈のことがあまりなかったので、その辺、コメント含めていただければと

思います。 

○須藤座長 高橋課長、どうぞ。 

○事務局（高橋原子力安全対策課長） まず住民持ち込みの検査結果、大分基準超過が７％を超

えているということで高いと。それに比べまして、行政検査はそんなに高くないということで

ございますが、住民持ち込み検査の内容を見てみますと、特に春先の山菜、秋口に至りまして

は、収穫の秋でございますので、特にきのこ関係とか、そういった持ち込みの依頼検査が多か

ったということで、品目の違いがこの結果に表れていると私どもは分析しているところでござ

います。 

海底土の件につきましては、私も、本来であれば、セシウム１３４の半減期を考えれば、同

等の海底土の状況であれば、下がっていくのであろうと考えるところでございますけれども、

もしかするとサンプリング地点の若干の違いがあるのかもしれませんし、またそこには複雑な、

また新たな海底土がどこからか運ばれてきて、それが堆積している、そういったことも考えら

れるのかなと。その辺のところは石井先生、どうなんでしょう。 

○須藤座長 それでは、石井先生にコメントを求めたいと思います。お願いします。 

○石井委員 海底土の数値ですけれども、１０ベクレル／リットルです。低くて、ほとんど問題

にならない数値で、カリウム４０と比べると、カリウム４０の濃度のほうが高い。海底土の濃

度は低かったということです。このようなところに住んでいる魚の汚染度は高くないと思いま

す。問題なのは、海のどこかに、ホットスポットがあってそこに棲んでいる場合は問題になる

かもしれません。 

セシウム１３４の半減期は２年なので、２年経つと放射線量は３分の２になります。ベクレ

ルでは、４分の３になります。今回の値は１０ベクレル／リットルですが、測定精度はどのく

らいかという問題もあるので、精密な議論はできないと思います。 

○須藤座長 どうもありがとうございました。ほかの先生、よろしいですか。 

そうしましたら、本日たくさんありますので、もしまだ問題がありましたら、最後にまとめ
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たいと思います。 

○石井委員 ちょっとよろしいでしょうか。 

○須藤座長 どうぞ。 

○石井委員 簡単なことなのですが、モニタリングポストの件と、もう一つは、住民持ち込みの

食品の件です。各地域の相関を見ると、住民持ち込みの食品は、林産物とか山に住んでいる動

物の肉といったものが多い。丸森町にはモニタリングポストがあるんですが、栗原市の山の中

にはありません。栗原市は広いので、モニタリングポストを置いて、山のウェザリング効果を

調べることが重要かと思います。 

○須藤座長 どうぞその辺はもちろん、今、すぐに追加をできるとか、そういうことではないで

しょうけれども、ご検討ください。よろしいですか。 

○事務局（高橋原子力安全対策課長） はい、わかりました。 

 

    （２）除染の現状と課題について 

○須藤座長 それでは、課題２の除染の現状と課題について、事務局のご説明、願います。 

○事務局（高橋原子力安全対策課長） それでは、特措法に基づきます除染実施に向けた流れか

ら、復習の意味を込めましてご説明いたします。 

まず、調査地域の指定が環境大臣からされたと。県内では９自治体であるということでござ

います。指定された自治体におきましては、その後自分のところの行政区内、どのような状況

になっているのかを調査・測定いたしまして、その結果をもとに除染区域等々を定める計画を

策定、これも国と協議することになっていまして、その協議の結果、無事除染計画が策定とい

う形になってございます。こちらの計画づくりが終わったのが２４年の６月でございます。 

それを受けまして、除染を昨年から本格的に始めていると。とりあえずは子供の生活空間を

優先に、学校、保育園、幼稚園、公園、そういったところから実施に入っているということで

ございます。 

除染によりまして取り除かれましたいろんな廃棄物、土壌が主に現場で保管されている、こ

れが主な現状でございます。保管とかその先の処分につきましては、特措法に基づき、除染を

実施する者、これが保管をし、最終的な処分までするという決め事になってございます。その

先が見えないということで、今非常に頭を抱えている現状でございます。 

これが先ほどご説明いたしました特措法に基づく、地域指定の状況でございます。２３年の

１２月末に８市町が特措法に基づく重点地域の指定を受けている。年を越しまして、２４年の
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２月２８日に亘理が１町追加され、トータルで９市町が指定を受けたという形になってござい

ます。県北では栗原市、あと、石巻市、あと、県南地域に分かれているということでございま

す。 

こちらに計画の策定状況がございます。まず最初に、大河原町が事前協議で計画策定に至り

まして、最後に計画策定に至ったのが角田市でございます。６月ということでございます。 

それぞれ、計画にも特徴がございます。広い行政区域でもって除染区域を設定しているとこ

ろもあれば、大河原町のように、広い区域の設定はしていませんよと。ただし、施設単位での

除染区域を定めている。こういった特色のある計画づくりをしながら除染に取り組んでいると

ころでございます。 

これが県内の除染の実施状況を取りまとめたものでございます。ピンク色に色づけしてある

ところ、これにつきましては、２４年に子供の生活空間として除染を行っており、もう既に終

わっているか、もしくは現在も除染実施中のところでございますし、また、こちらが２５年度

の除染の計画でございます。また若干子供の生活空間、残ってはございますけれども、そんな

に数は多くないと。その中身におきまして、例えば戸建住宅の除染にも次年度から取りかかろ

うということで準備している栗原であったりとか、丸森、こういったところがあるということ

でございます。当然住宅につきもののいぐね関係、いわゆる森林関係、こういったところにも

次年度取り組みが始まるということでございます。 

これが２４年度の実施状況。特に子供の生活空間について取りまとめしたものでございます。

子供の生活環境に係る２４６施設、これには、幼稚園、保育所、公園まで入ってございますけ

れども、約４０％の９９施設が除染を終了。そのうち学校とか保育園等につきましては７６％

がもう除染を終えているという状況にございます。また、除染実施中につきましては、１８％

の１７施設が除染を現在実施中と。トータルいたしますと、今年度中には９０％を超える施設

の除染が終了する見込みになっているということでございます。 

現在の空間線量の比較をしてみますと、０.２８から０.１３まで下がる、そういった状況で

ございます。 

また、除染が既にもう終わっているところもあると。いわゆる計画に基づいた除染が終わっ

ているところ、大河原、亘理はもう既に終了ということでございます。 

また、一番頭が痛い除去土壌の仮置場は、七ヶ宿で１カ所確保済み、丸森でも１１カ所が地

域住民の合意形成のもとに確保されているということでございます。次年度、調査・測量に入

るという状況でございます。 
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２５年度以降の計画といたしましては、まだ残っている若干の公園とか子供の生活環境を優

先して実施するということとなってございます。 

また、２つの市町におきましては、いよいよ住宅の各戸の除染に着手するというような状況

になってございます。 

それで、今後の除染の課題、先ほど部長の冒頭の御挨拶にもありましたように、さまざまな

問題がここに来て出てきてございます。まず１つ目といたしまして、まず住宅の除染に２５年

度から本格的に入る、そういった市町があるということでございます。そうしますと、屋敷林

にも手をつけることになりまして、大量の汚染された廃棄物、いわゆる草木関係が出てくるで

あろうということが想定できますし、また、マイクロホットスポット対策も実施することにな

り、場合によっては、スポット的に土を除去いたしまして、それらを集めてどこかに仮置きし

なければならないという状況も出てくると考えているところでございます。そういったところ

が悩ましいということでございます。 

また、一方におきまして、道路、森林とありますけれども、こちらの道路につきましては、

主に通学路関係を対象として考えているようでございます。地域によりましては、通学路とあ

わせて、森林があったりとか、一筋縄ではいかないような、そういった除染の現場にぶつかっ

てくるであろうということで、そういった場合に、効果的・効率的に除染を実施するにはどの

ような手法がいいのであろうかということで、非常に頭を悩ましている、それが現状でござい

ます。 

これが除染等の措置に伴い発生した除去土壌の処理の流れをまとめたものでございます。こ

ちらが、法律でこのようにしなさいと定められていると。資料の４－１の右側に主な処分まで

の流れを記載してございますけれども、除去された土壌は収集とか運搬の基準が特措法で定め

られてございます。それで、これを保管するという行為が出てまいります。 

保管には２つあると。まずは現場における保管と、あとは仮置場。これは県内で１２カ所と

いうお話ししましたけれども、こういったところに保管し、あとは、適正な処分と。いかんせ

ん、この処分の基準が特措法の中で未制定なために、ここでとどまっていると、先に進めない

と。しかも、特に現場における保管が非常に多くなってきていると、これからも多分多くなる

だろうと予想しているところでございます。 

これが県内の保管の現況でございます。約９５％と、ほとんどが現場保管ということになり

ます。これが仮置場に持っていかれて保管されているものも、若干ながらございます。トータ

ルといたしまして、これは推計でございますけれども、８,５９０立米の土が何らかの形で保
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管管理されて、いつ処分の基準が示されるのかを待っている状況にあるということでございま

す。 

こちらが、現場なり仮置場で保管されている状況の模式でございますけれども、左側が現場

保管の状況、これも特措法で定められております。地下水に浸透しないように、遮水層、遮水

シートを敷きまして、その上に土を詰めましたフレコンバック、その上に盛土を約３０センチ

以上をして、さらに上部を遮水シートで覆い、空間線量に影響を及ぼさないような形にしてい

ると。大体仮置場も同様の考えで設置されて、保管されているという状況でございます。 

これが今後除染を実施する上での課題ということで、６項目ほどまとめてみました。 

まず、これからでございますけれども、今後、住宅とか道路、道路ということになると、当

然側溝の土砂も入ってくるということで、非常に除去土壌が発生しやすい除染の対象に取りか

かることになっているということでございます。 

さらには、住宅の除染。マイクロホットスポットの除染、あと草木除去に伴いまして、土以

外のものも発生いたしますけれども、大分土砂が出てくるであろうと想定してございます。 

さらに、この５番目にあるのが一番厄介でございまして、除去土壌の処分基準、まだ未策定

ということもございまして、なかなか地域住民の理解が得られないと。仮置場の確保は難航し

ている。これが現状でございます。いつまで置くんだということで、住民は反対の意思を表明

しているところでございます。ですから、仮置場の確保というのは非常に難しい状況に置かれ

てございまして、今、学校とか公園の一部に除去土壌を現場保管してございますけれども、こ

れが長期化する様相を呈しているということでございます。 

まとめといたしまして、除染を円滑に進めるためには、除去土壌の処理の見通しを明らかし、

住民理解を得ることが必要と結論づけているところでございます。 

さらに、除去土壌の処理に向けた検討ということで、県の対応、国への要望を分けて取りま

とめてございます。 

まず県の対応といたしましては、まずは当面の間、円滑に除染を進めるための対応という形

で、３点ほどまとめさせていただきました。この中で着目しなければならないのは、出口が見

えない中身で、仮置場の設置も難しいと。しからば、現場保管、これを地域住民の理解を得な

がら、長期に継続して行う場合の支障の有無、必要な措置、こういったものを鋭意検討してい

く必要があるだろうということでございます。 

また、国に対してでございますけれども、いろいろございますけれども、肝心なものは、除

去土壌の処理基準の早期制定、処理に対する周辺住民の理解を得るための支援策、リスクコミ
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ュニケーションもそれに該当すると思うんですけれども、そういった何らかの支援策というも

のも必要になってくるのではないかと考えてございます。 

また、一方におきまして、せっかくの土でございますので、何らかの形で公共事業等に活用

できる枠組みにつきましても、今後国に要望していく必要があるのではないかと考えてござい

ます。 

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。いろいろ課題もあるわけですが、大事な問

題としては、住宅の汚染の除去を、これから除染をどう進めるのかというようなこととか、そ

れから、お子さんが通る道路とか、あるいは森林等の除染をどうするのかと。それから、最後

にご説明いただいたような、除去土壌の処理を、具体的に現場保管になってしまっているので、

これをどういうふうに展望し、推進していくのかということの３大が主とした重要な問題だと

思います。どうぞご質問、ご意見お願いいたします。西村先生、いかがですか。 

○西村委員 ２点ほど質問させていただきます。まず現状の除染の効果に相当するところだと思

いますが、基本的に除染を行っている目標として、多分０.２３、空間線量を下げるというこ

とだと思うんですが、どのぐらいそれがうまくいっているのかということと、実際に発生して

いる除染土がどの程度の汚染状況なのか。多分さまざまなのだと思うのですが、それによって

最終的にどう処理、処分していくかというところが非常に……。 

○須藤座長 今、量とおっしゃったのですか。 

○西村委員 量というよりは、放射性ですので、濃度に相当するところでしょうか。非常に高い

ものもあると思いますし、そうでないものもあるような気がしますので、ちょっと教えていた

だければ。 

○須藤座長 どうぞ。 

○事務局（高橋原子力安全対策課長） まず、除染の効果でございますけれども、資料の４コマ

目を見ていただければと思うのですが、昨年度は子供の生活空間という形で、学校とか幼稚園、

保育所の校庭、園庭の除染を集中的に実施してきました。それで、除染前の平均でございます

けれども、０.２８毎時マイクロシーベルトであったところが、除染後に平均値で毎時０.１３

マイクロシーベルトまで下がったということで、除染の効果としては、５０％まで低減するこ

とができたと。これには若干のウェザリング効果も入っているかと思うのですが、それなりの

効果はあったと考えているところでございます。 

○西村委員 平均値としてではなく、やっぱりその場所場所でいろいろな状況があると思うので
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すが、それが重要ではないでしょうか。 

○事務局（高橋原子力安全対策課長） 恐れ入ります。お手元に配付してございます資料の個別

具体的な線量の低減効果につきましては、資料編の２７ページに掲載してございます。２７か

ら２９ページに、個別具体的な施設名と、除染前のレベル、除染後の値という形で掲載してご

ざいます。除染の手法も地域によって若干違ってございますので、そういった面からも大分効

果にも差が出てございますけれども、例えばですね……。 

○西村委員 そのご説明で結構です。除染によって空間線量が０.２３を下回っている、そこま

で除染できていると、結論はそれでよろしいのでは？ 

○事務局（高橋原子力安全対策課長） はい、そうでございます。 

○須藤座長 石井委員、それでよろしいですか。 

○石井委員 宮城県の空間線量は低いです。毎時１マイクロシーベルトを超えているところはほ

とんどなくて、除染すれば０.２以下になります。この資料の２７ページの白石市ですが、除

染前は０.２とか０.３なので、除染によって、０.１程度までに下げられています。 

したがって、宮城県では栗原市と丸森町はしっかりと除染する必要があると思います。 

○須藤座長 何カ所かね。 

○石井委員 この２カ所は必要です。あとは、知らないところにあるかもしれないホットスポッ

トです。人々があまり行かないところにもあるし、行っているところで測っておらず知らない

でいるところもあります。今までは広いところの除染をしてきたけれども、今はこのようなホ

ットスポットが問題となるような状況までよくなってきたということではないかなと思います。 

○須藤座長 ありがとうございました。来年度は、住宅の除染に入るということですが、国から

の予算というのは、住宅の場合は来ないんですよね、低線量ですから。公共施設はもうこれで

いいんでしょうけれども、住宅はどうなんですか。 

○事務局（高橋原子力安全対策課長） 住宅につきましても、除染の実施計画に個別住宅も対象

にするという計画づくりをしているところにつきましては、計画に基づき、国から１０分の１

０の財政措置がございます。ただ、計画に入っているから全てお金がもらえるというわけじゃ

ございませんで。 

○須藤座長 向こうで査定があるのですね。 

○事務局（高橋原子力安全対策課長） 査定というよりも、実際に測定をして、どれだけの面的

な汚染があるのか、その状況により、当然つく予算も違ってくると。基本的には対象になって

います。 
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○須藤座長 そうすると、例えば丸森にしても、ほかにしても、それが１回確認をされた上で予

算が来るということになるわけですね。 

○事務局（高橋原子力安全対策課長） はい、そうでございます。 

○須藤座長 どうぞ、石塚委員。 

○石塚委員 日本原子力産業協会ですけれども、我々原産協会の対応は、どうしても福島中心に

なるのですが、その中で報じられたように、除染で幾つかの支障が出たり、いろいろ問題が出

ていることもあって、今年に入ってから聞き取り調査をやっております。最初に、我々の会員

である土木関係の現場の声を聞くということをやって、まだこれからですけれども、その後、

各自治体のほうに職員が行って話を聞くというようなことをやっております。それで、まさに

やっぱり住宅をやるのはかなり難しいことになるようでございまして、あまり参考になる意見

ではないかもしれませんけれども、ご指摘のとおり、住民とのコミュニケーションというのが

ものすごく重要で、特に個別の住宅になると非常に重要だということで、聞き取り調査の中で

は、住民目線で答えてくれるようなアドバイザー、中立的なアドバイザーがいるということが

非常にいいと。福島県では、今、アドバイザーが指名されておりますので、常置されるか、強

化されるかということが必要ではないかなと思っているところであります。 

それから、聞き取り調査の結果は、まとめて国等に要望したいと思いますので、当然ながら、

処理の基準ができていないこともいろいろなところで指摘されておりますので、まとめるとき

には国等に指摘をしていきたいと思っております。 

○須藤座長 ありがとうございます。それでは、一通りやりましょう。その上でまた総合的に行

きたいと思います。 

 

    （３）放射性物質対策に係る今後の課題について（除染関係を除く） 

      ア 放射性物質汚染廃棄物等の処理促進に向けた取組方針について 

      イ 除去土壌の処理について 

○須藤座長 議題の３ですが、放射性物質対策に係る今後の課題についてのア、放射性物質汚染

廃棄物等の処理促進に向けた取り組み状況について、事務局からご説明願います。 

○事務局（伊藤環境生活総務課副参事） 私、環境生活部の環境生活総務課の伊藤と申します。

私からは放射性物質汚染廃棄物の処理促進に向けた取り組み方針ということにつきまして、ご

説明をさせていただきます。 

資料５、こちらを御覧ください。最初にこれまでの経過を簡潔にご説明させていただきます。
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福島第一原発事故に伴いまして、県内にも放射性物質が広く拡散いたしまして、稲わらをはじ

めとする汚染廃棄物の処理が大きな問題として取り上げられてきたところであります。県では

各省庁の処分方針に基づいて働きかけをしてきたところでございますが、なかなか処分が一向

に進まないという状況にございます。 

また、特措法に基づいて重点調査地域で除染が始まりまして、今後の汚染廃棄物がさらに増

大するというような状況になっております。 

それから、指定廃棄物、８,０００ベクレルを超える指定廃棄物につきましては、国が処理

することとなっておりますけれども、他県の状況を見ますと、本県に対する設置がまだまだ不

透明だというところでございます。 

一方で、岩手県では、汚染廃棄物、汚染牧草を、家庭ごみと混焼して減容化して最終処分を

しているという実例もございます。県としてもこのままの状況が続きますと、県民生活なり農

林水産業の生産活動に大きな支障を及ぼすということで、今般改めて県の取り組み方針を示さ

せていただいたところでございます。それで、先月の２月１５日に市町村と一部事務組合に対

しまして説明させていただいたところであります。 

それでは、資料の最初の１枚ものでご説明を申し上げます。最初に汚染廃棄物につきまして、

わかりやすくするために、３つに分類をさせていただきました。１つ目が稲わらや牧草などの

農林水産物系の廃棄物。それから、水道事業に伴って発生する浄水発生土、これを事業系廃棄

物。そして最後に、今後増大すると思われる除染廃棄物の３つでございます。 

入り口の整理といたしまして、全ての対象物を８,０００ベクレル以下なのか、それから、

８,０００ベクレルを超えるものなのかに分類いたしまして、取り組み方針では、８,０００ベ

クレル以下のもののみを対象として考えることとしたところでございます。 

これまで宮城県では稲わらをどう処分するとか、牧草をどう処分するというように、対象物

ごとに対応策を検討してきたところでありますが、今回取り組みの対象物を絞り込むために、

２つ、８,０００ベクレル以下なのか、８,０００ベクレル超なのかというところを入り口で整

理をさせていただいたものであります。 

現状では、先ほども申し上げましたように、処理主体の市町村、それから産廃処理業者が、

地域住民の理解がなかなか得られないということで処分が進んでいない状況にあります。 

このことから、県としてガイドラインといたしまして、８,０００ベクレル以下の廃棄物処

理の方向性をまず決定をいたしますと。それから、大きな役割を担う市町村に対する支援策を

検討いたします。それから、優先的に処理をするものとして、牧草、ほだ木、これはキノコの



-17- 

原木でございます、それから浄水発生土、この３つを抽出したところであります。 

それから、支援体制といたしましては、庁内関係課によります処理促進チームを設置しまし

て、県も市町村と一緒になって処理を進めていくところとしたところであります。 

次に主な廃棄物の保管状況と処理の方向性についてご説明をしたいと思います。１枚おめく

りいただきまして、取り組みについてというところ、２ページ、冒頭をごらんください。最初

に農林水産業系廃棄物でございます。稲わらにつきましては、約４,８００トンが一時保管場

所、または農地の敷地内で保管されております。処理の方針につきましては、平均が１万２０

０ベクレルとなっておりますので、基本的には指定廃棄物で処理をするというスキームにした

ところでございます。 

それから、次の牧草でございます。約４万１,０００トンが農家の敷地等に保管されている

ほか、加美町では一時保管場所を確保しております。平均が１,４００ベクレルということで

ございますので、岩手県で実績がある混焼を行い、処理をすることとしております。理由につ

きましては、既に実績があるということで、地域住民の理解が得られる可能性が高いというこ

とで、こういった処理方針を示したところであります。 

また、ほだ木につきましては、県内で約１５７万本、約２万９,０００トンが、関係者が確

保した集積所に一時保管されております。これは平均が２２０ベクレルと低い状況にあるので

すが、実際焼却の実績がないということもありまして、これも牧草と同じように、混焼処理を

するという方針を示させていただいたところであります。 

次に、事業系廃棄物でありますが、水道事業に伴って排出される浄水発生土につきましては、

約１万４,０００立米が浄水場の敷地内に保管されております。その約８割が１,０００ベクレ

ル以下でございます。こういう状況にあるにもかかわらず、産廃事業者さんが引き受けていた

だけないという状況にありますので、県としては、地域住民の方々に広く広報等しまして、ぜ

ひ事業者に引き受けていただくよう働きかけていくとしたところでございます。 

今月の３月１９日には、日本水道協会の宮城県支部から県の産業廃棄物協会に対しまして、

受け入れ協力の要請がなされたところであります。秋口までには浄水場内の保管がいっぱいに

なるという施設もございまして、水道事業そのものに支障を来すという、非常に懸念されてい

る状況にあります。ですから、県としては、こちらのほうを早急に対応していく必要があるも

のと認識しているところであります。 

また、下水汚泥につきましては、今現在１５０トンと少ない状況ですが、今後災害からの施

設の復旧が本格化して、処理が増えてまいります。そうしますと、この下水汚泥も当然増えて
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くるものと見込んでおりますので、浄水発生土と同じように早目に産廃事業者さんに働きかけ

て受け入れを始めていただきたいと考えてございます。 

それから、先ほどちょっとお話にありました除染廃棄物であります。除去土壌につきまして

は、約１万５,０００立米というふうに県のほうでは推定しており、敷地内の地下保管、それ

から仮置場での保管ということになっておりますが、いまだこちらの土壌につきましては、国

から処理方針が示されていないということでございますので、今後処理方針が示されれば、そ

れに沿った格好で適切に処理してまいるという考え方を示してございます。 

また、枝葉などの廃棄物でございます。これは約５,０００トンと推定しておりますが、土

壌と同様の方法で保管しております。除染が進めば、当然こちらのほうも今後増大してくるも

のと見込んでおりますので、牧草の混焼結果を踏まえながら、同様の対応をしていくというこ

とを示させていただいたところであります。 

以下の支援体制、支援策は先ほどご説明させていただいたとおりでございます。 

それから、市町村によって対象物の種類や量がまちまちでございます。こういうこともあり

まして、現在処理の主体となる市町村の首長さん方に直接県で伺って、現状や処理の促進の働

きかけ、もしくは要望等を伺ってございます。その中で、地域住民の放射性物質に対するアレ

ルギーが非常に強いということを皆さん同じようにお話しされます。それから、今回、県が示

させていただいた対象物以外でも、薪の灰、それから側溝汚泥、これらのものについても処理

が進まないということでかなり悩んでおられるという状況を直に伺ってございます。 

これらのことを踏まえまして、後ほど広報について報告がありますけれども、これまで放射

能・放射線に対する知識の普及については、一般的にほとんど行われてこなかったという状況

から、県としては、今現在行っているセミナー、それから出前講座などを通じまして、多くの

県民の方々に正しく放射線・放射能を理解していただいて、正しく怖がるということを粘り強

く普及啓発していくことが非常に重要だと捉えてございます。 

それから、文科省におきましても、小学校、中学校、高校用の副読本を作成して、授業等で

取り上げていくということにしてございますので、こういった取り組みに県も呼応しながら、

これらのこれからの広報について十分に対応してまいりたいと考えておるところでございます。 

私からの説明は以上でございます。 

○須藤座長 どうもご説明ありがとうございました。今までたまり込んでいる農林水産系、ある

いは事業系、それから除染の廃棄物等について、今後どう処理をしていくかということについ

ての展望をお話をいただきました。１つの基準が８,０００ベクレル以下だけれども、なかな
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かその基準で対策が動かないということもあるようでございます。どうぞ委員の先生方のご発

言をお願いいたしたいと思います。西村先生、どうぞ。 

○西村委員 牧草ですが、これは、２０１１年の３月１５日に生えていて、その上に降った牧草

が４万１,０００トン残っているのか、それとも、その後に生えて、高いものがあるのか、ど

ちらでしょうね。 

○須藤座長 その前なのか、後なのか。 

○事務局（伊藤環境生活総務課副参事） 基本的には、原発事故由来のものですね、今現在ある

のは。その後、県として農林水産部のほうで牧草地の除染を行いました。その結果が今年の連

休明けぐらいに一番草として生えてくるわけですが、除染効果がどの程度あるかというのがま

だ検証できていません。ですから、今現在、４万１,０００トンありますが、さらに今後増え

てくる可能性もあるということです。 

○西村委員 そういうことではなくて、３月１５日以前に生えていた草だったのか、その後生え

たものも汚染されているんですよ。それ以降のものなのかで違うものですから、どっち？ 

○事務局（伊藤環境生活総務課副参事） 基本的には３月１５日以降に生えた牧草です。 

○西村委員 以降ですか。 

○事務局（伊藤環境生活総務課副参事） はい。 

○西村委員 わかりました。 

○事務局（伊藤環境生活総務課副参事） 牧草が、大体一番草というのは５月の連休明けぐらい

にとれますので、通常牧草をとれば、乾燥して、保管してしまって、飼料にすると。ですから、

３月１５日以降のものということでご理解ください。 

○石井委員 そうすると、稲わらの４,８００トンというのは、これは以前のものですね。 

○事務局（伊藤環境生活総務課副参事） はい。 

○石井委員 稲わらの除染に関して、我々は実験しました。水で３回洗うと大体１０分の１ぐら

いに落ちます。３月１５日以前の稲わらについては、どうも放射性セシウムが稲の表面からは

がれやすい状況になっているようです。したがって、洗い落とせて、放射能が１０分の１に下

がります。放射能がどんと下がるので、洗ったものは燃してもいいし、そのままにしてもいい

わけです。残った放射性物質は、全体の体積が小さいので、保管しやすい。牧草のほうはそう

はいかなくて、牧草自身が表面に半分ぐらい排出します。それで表面についている放射性セシ

ウムを洗うのは結構除染効果があります。でも、吸い上げられて牧草の中にいる放射性セシウ

ムはどうしようもありません。これを乾燥すると、ベクレル／キログラムは高くなってしまい
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ます。 

○事務局（伊藤環境生活総務課副参事） キログラムあたりの単位ですからね。 

○石井委員 そうなんです。あと、ほだ木も、汚染は表面だけなんです。我々は、ほだ木を水で

洗ったところ、放射能が２分の１ぐらいに落ちました。１０分の１までにはいきませんでした。

ほだ木の表面だけを削ると、その体積はあまり大きくならない。果樹についても、表面のほう

が多い。このようなことを県でも調べて、うまく処理する、体積を少なくする方法を適用した

らいいと思います。 

○須藤座長 体積を少なくする。 

○石井委員 小さくなります。 

○須藤座長 しかし、あまり少なくし過ぎると濃度が上がっちゃう。８,０００ベクレル以下程

度にやるというのが。 

○石井委員 まだやりようが結構あるのではと思います。 

○須藤座長 個別には先生とよく相談されて、今の水洗の問題なんかもね。 

○石井委員 そうですね。特に８,０００ベクレル／キログラムというのは曲者でして、分母が

２００グラムと１００グラムの場合一気に２倍に上がってしまいます。８,０００ベクレル以

下の場合オーケーなので、そこのところを考えながら処理できるレベルのところが結構宮城県

にはあるのではないかなと思います。飯館村とかは結構高ので、そういう対応ができない。宮

城県では、集めると８,０００ベクレルを超えるかもしれないけれども、汚染物の体積がずっ

と小さくなるので、その処理は別な方法になるということで対応する。宮城県は場所場所によ

って、簡易にやってもいいところと、しっかりとやらなくてはいけないところ結構あるかと思

います。十把一絡げで全部燃してしまうのは、灰の放射能が高かったり、煙が出たりします。

我々は果樹の枝を何とかしてくれないかと頼まれまして、燃した後、放射性セシウムが大気に

飛んでいくかどうか調べましたところ、意外と飛んでいかないという結果を得ました。 

○須藤座長 灰は？ 

○石井委員 灰の放射能は高いですよ。大きな体積が非常に小さくなるわけですから。 

○須藤座長 高いわけですよね。 

○石井委員 現在、減容して、これからどうするかはまたこれから考えたいと思っています。 

あと、土壌ですが、現在、我々は装置を導入し、水洗いすると、放射能が２５分の１まで落

ち、汚染土壌の体積が、５分の１から１０分の１まで小さくなるシステムを開発しています。

このような除染システムも取り入れたらどうかなと思います。 
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ただ、ここで問題なのが、仙台市でも低いところは濃縮しても１万ベクレル／キログラムを

超えることはないですけれども、高いところの土は、濃縮すると超えてしまいます。我々の近

くの土は、５００ベクレル／キログラムと非常に低いので、これを１０倍にしても５,０００

ベクレル／キログラムです。汚染物質の体積の減容になるので、このような方法も今後考えて

いったらどうかなと思います。 

○須藤座長 どうもありがとうございます。お答え要りませんけれども、よその県に行くと、下

水汚泥がたまり込んで困っているところたくさんあるんですけれども、我が宮城県は下水処理

場が動いてないから汚泥がたまらないんですよね。だけど、動き出したら、これまた大変なの

で、この対策も、浄水汚泥と同じように、下水処理場に山ほどフレコンバックが積み上げられ

ている県なんていっぱいありますから、これ、今、幸いと言っちゃいけないけれども、下水処

理場から汚泥が出てこないものだから。 

 

      ウ 放射線・放射能にかかる広報の現状と課題について 

○須藤座長 ということで、時間がありませんから、その議論はしませんので、４番目ですか、

先ほどの意識啓発の問題もございましたので、最後の議題についてご説明いただきたいと思い

ます。意識啓発の問題ですよね。 

○事務局（高橋原子力安全対策課長） それでは、資料の６でございます。これはまさしく地域

住民とのリスクコミュニケーションをいかなるツールでやっていくのか、これが今日の締めに

なろうかなと思います。 

一昨年の震災以降、県で電話相談窓口を１６日に開設してございます。３月２４日までの集

計でございますけれども、最大のとき、大体この辺が最大だったんですけれども、３月２４日、

このときに大体１日２９０件の相談が舞い込んだと。てんてこ舞いの状態であったということ

でございます。これも当初、東北大学のご協力を得まして、非常に私どもも助かったというと

ころでございます。 

本年３月５日現在で８,６６６件の相談が私どものほうに舞い込んできているという状況で

ございます。 

近年はどうかと。だんだん減少傾向にはあるものの、まだまだ依然として１日当たり、ない

ときもあれば、あるときには５件ぐらい、こういった状況で、いまだ不安を持つ人が継続して

存在している。ここが非常にこれからのポイントかと私ども捉えているところでございます。 

これが県の広報・広聴の対応ということでございます。こういったツールを使いながら、県
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民各位とリスクコミュニケーション、また県外の方々に対してもさまざまな情報を発信してい

ると。これは風評被害対策にもなっているということでございます。 

まず、これが放射能情報サイトみやぎ、これは当課で管理している県のトップページに掲載

している情報発信ツールでございますけれども、特色といたしまして、さまざまな情報がここ

に満載してございます。リアルタイムにこの情報発信すると。携帯電話にも対応。いわゆる若

者、そういった方々にもさまざまな情報を発信できるようにしているということでございます

し、また、他国語対応といたしまして、英語、中国、韓国語、これにつきましても対応をして

いるということでございます。 

こちらの実績でございますけれども、これ、２月１８日現在で約３０万人の閲覧者がいると

いう状況でございます。 

これも１つのツール、みやぎ出前講座。県の出前講座の中でも非常に人気メニューになって

いる。講座名といたしまして、「放射線・放射能について」ということでございます。 

これは出前講座の風景でございますけれども、出前講座につきましては、こういった距離感

でもってさまざまな身近な問題やら、あと日ごろ不安に抱えていること、そういったことをマ

ンツーマンで話し合い、これで不安解消に努めている、正しい知識の普及に努めている。 

実績といたしましては、２３年度につきましては２３回、参加者１,８１５人、２４年度に

つきましては、だんだん回数も増えてまいりまして、５５回、参加者も２,５００人を超えて

いる、こういう状況にあるということでございます。 

これがリーフレットの作成、これも１つの媒体ツールでございまして、「身のまわりの放射

線量を減らす工夫」、これは石井先生の助言もいただきました。これは、非常に市町の方々か

らも喜ばれておりまして、宮城県のところを何々市とか町に名称を改めて、地域に配布し、自

分でできることは、マイクロホットスポット対策できますよということで、詳しく紹介してい

るというリーフレット。 

あと、下のほうでございますけれども、これが今日いろいろと放射能・放射線の検査をして

いますよということで、資料を配布してございます。そういったものを一括取りまとめした見

開き、これも今まさに印刷中ということでございます。 

さらに、県政だより、これがポイントでございまして、２４年度の５月号、いわゆる各戸配

布において６ページも割いたと。これ、多分前例がない特集だったと思うんですが、うちの知

事も、テレビ出演の最中に、この県政だよりみやぎ、これに基づいて、県民各位の不安解消に

向けて正しい知識の普及啓発、これに努めていますということで、たしかＮＨＫだったと思う
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んですが、そのとき石井先生もたしか同席していたかと思うんですが、そういったことでもか

なり好評だった広報の仕方だったと考えてございます。 

本日、配布しているということでございますので、お手元の資料もごらんになっていただけ

ればと思います。 

あと、これが放射線・放射能のセミナー・相談会の開催ということで、これも実績、参加者

が上がらないんですが、でも、これはやめることは今のところ考えていない。圏域ごとに１回

という形で２４年度は開催してございまして、平日開催ということもあり、残念なことに参加

者も３５０名を若干超えた程度。でも、相談会につきましては、結構相談者がいろいろいらっ

しゃるということで、本当に時間を割いて、マンツーマンの形で不安解消に向けた取り組みを

してきたというところでございます。これも１つのポイントになっているということでござい

ます。 

あと、これはさまざまなイベント、あと、先ほどご紹介しました出前講座、セミナー、そう

いったところで、何か見えないものを可視化しようということで、霧箱なるものを購入いたし

まして、ベータ線ですとか、あと、自然界からこのような形で放射線が飛び交っていますよと

いうようなことを目に見える形で示している。これも非常に興味深げにごらんになっている県

民の方も多いやに復命を受けているところでございます。 

また、下のほうでございますけれども、セミナー等に合わせまして、持ち込みの依頼検査も

受け付けるといった工夫もして、セミナー等を開催していると。これにつきましても、かなり

の高価な機械でございますけれども、現場に持ち込み、一体どの程度のレベルなのか、どうい

った機器で測っているのか、そういったものを可視化、体感してもらい、また、間違いのない

データを行政が発信しているということを実感してもらうような取り組み、そういったものも

やっているということでございます。 

これが国、市町村での広報ということで、環境省、文科省、消費者庁と分けてございますけ

れども、文科省におきましては、かなり学校教育の副読本、こちらのほうにも今力を入れてい

るということでございますし、また、消費者庁におきましては、やはり何といいましても、リ

スクコミュニケーション、こちらが大事だということで、昨年度は大分講師を派遣するので、

会場を設定してくれというような状況でございました。 

これが総括でございますけれども、３点ほど総括させていただきました。 

まずもって、依然として根強い不安、そういったものを抱いている人がまだまだいらっしゃ

る。そういった人たちへの対応をどうするか。 
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２つ目といたしまして、汚染廃棄物の既存施設での処理への理解。これはごみ処理施設でな

かなか焼くことを理解してもらえない、そういったことをどうしていくのか。 

最後になりますけれども、これは除去された土のいわゆる保管場所、そういったものに関す

る周辺住民の理解を得るにはどうしたらいいか、それが今後の課題ということで、最後にまと

めさせていただきました。 

この辺あたりの理解が、地域住民の理解ですね、そばに仮置場を設けられるとうちの田んぼ

の米が売れなくなるとか、そういったことをいまだにおっしゃる方々が多くいらっしゃるとい

うことで、地道な広報活動により、少しでもそういった方々の不安を取り下げることができれ

ばと考えているところでございます。 

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。今の意識啓発・普及活動については、繰り

返しませんが、この３つが主要なものだということでございます。大体時間が来ておりますが、

１つ２つ、委員の先生からご質問なりご意見伺いたいと思います。先生どうぞ。 

○石井委員 １つだけちょっと議論しておいたほうがいいかなと思ったのは、山の汚染、宮城県

で高いところは、山ですね。その他としてはホットスポットです。これから除染するといって

も、山には落ち葉もあるし、草も生えているし、いろんなところがあって、その対応が全部違

うと思います。しかし、宮城県の場合、ウェザリング効果が相当効いていると思われます。さ

きほど、モニタリングポストを山に導入したらと言ったのは、山の中の汚染がどのように収束

していくのか推測でき、宮城県の山全体が何年後に０.２以下になるという見積ができると思

ったからですね。その結果、その山の人たち、その周りの人たちが安心してくると思います。

今問題になっているのは、山から来る放射性セシウムが、自分の家の周りでホットスポットを

つくることです。しかし、山の汚染がどんどん減ってくれば、ホットスポットの線量もどんど

ん減ってきます。このように、山の除染はおそらくウェザリング効果をすごく期待するという

ことになると思います。宮城県の場合、汚染がどのように収束していくのかをしっかりモニタ

リングし、汚染の今後の状況を把握することかと思います。 

○須藤座長 予測ができますね。 

○石井委員 ええ。というのは、福島駅の前の場所は除染してはいないんですけれども、２年間

で６分の１まで減りました。表面が石だったので、良く落ちたと思います。山についても、花

見山公園も減っています。６分の１にはならないですけれども、徐々に減っています。航空機

モニタリングの結果からも、去年とったものと２年前のものと比較すると高汚染地域は相当狭
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くなっており、減っているのは確かです。モニタリングをきちんとやっておけば、いつごろに

なると宮城県のすべての山も０.２以下になると予測できると思います。やはりそれを言うの

と言わないのとで、「ああ、もう宮城県はほとんど放射能はないんだ」という県民の意識は、

違うと思います。 

○須藤座長 安心感。 

○石井委員 安心感です。 

○須藤座長 安心感ですね。さっきの強い不安があるという先生のお話ですね。 

○石井委員 宮城県の面積が毎時０.２マイクロシーベルト以下に全部なることが言えると思い

ます。 

○須藤座長 そうなればいい。 

○石井委員 それは、ウェザリング効果でそう遠くないと思われます。したがって、それをしっ

かりと計算したりシミュレートするデータをしっかりと取っていくことが重要かと思います。 

○須藤座長 それは行政でぜひやっていただきたい。じゃあ、どうぞ。 

○西村委員 基本的にモニタリングに関しては、私もそのとおりで、これまで全体的にきちっと

モニタリングされてきた結果を踏まえて、これからは、２５年度の計画はこれで結構なんです

が、少し戦略的に、今のような意図を持って山間部を測るとか、あと、当然ウェザリング効果

でいきますと、流れていくわけですから、今回のデータでも、底質に関して、先ほど海域の話

はちょっとありましたが、見方によっては、どこかホットスポットがある可能性があるとか、

あるいは、河川とか護床の底質は決して低い値ではない、あるいは低減していないと、部分的

には８,０００を超えているようなところもあるというようなデータが出てきておりますので、

そういうところを少しめり張りを効かせていただきながら、それ以降に、また長くモニタリン

グを続けなければいけないという中で、重要なポイントについては、さらに空間的な詳細な調

査を必要とする部分もあるのではないかなというのが１つコメントです。 

もう一つ、８,０００ベクレル以下のものに対しての大まかな処理の方針は出していただい

て結構だと思うんですが、多分今日お話しいただいた中には、がれき処理から発生する分とい

うのは、資料の中としては入り込んでいないわけですね。私のお願いに近いのですが、要は、

市町村レベルではなかなか具体的に８,０００以下、一般廃棄物として処理を進めていくよう

に県がサポートするといっても、さまざまな廃棄物といいますか、８,０００以下でも出てく

るわけですので、全体を見通せないとなかなか市町村の動きができないというところもあると

思います。結局は最終処分のところに持っていくということは、ある特定の市町村に負荷がか
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かる可能性もやっぱり出てまいりますので、なので、さらにこの方針の中には、やっぱり大き

くはマスバランス的なものを見て、最終的な処分場をどのぐらい確保できるとか、緊急性がど

うだとかというところは、やっぱり県の指導として、全体を市町村と関連して、あるいは産廃

の業者さんとも密接に連携をとりながら、全体を見ていくということがどうしても必要で、そ

の中で、私が思うに、必要性、合理性がもしきちっと理解されるのであれば、管理しながら活

動していくという意味での公共事業の活用というのは、これはやっぱり県が責任を持って対応

できる部分でもあると思うので、ぜひ検討を進めていただきたいと思います。 

○須藤座長 ありがとうございます。井上先生、よろしいですか、何か特に。石塚先生もよろし

いですか。 

じゃあ、大体予定した時間まいりましたので、今２つほどコメントございましたので、それ

は生かしていただきたいと思います。 

 

   ４．その他 

○須藤座長 それでは、その他として何かございますでしょうか。 

なければ、座長の任を解かせていただいて、後の司会については、事務局のほうにお譲りい

たします。どうも先生方、ご協力ありがとうございました。 

 

   ５．閉 会 

○司会 それでは、以上をもちまして、第３回環境審議会放射能対策専門委員会会議を終了いた

します。本日は大変どうもありがとうございました。 


