
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回宮城県環境審議会 

放射能対策専門委員会議 
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   １．開 会 

○司会 本日はお忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから第

４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。 

  本日は井上委員が所用のため欠席となっております。 

 

   ２．挨拶 

○司会 開会に当たりまして、宮城県環境生活部高橋次長よりご挨拶申し上げます。 

○高橋環境生活部次長 本日はお忙しいところ、そして足元の悪い中お集まりいただきまして、

ありがとうございます。環境審議会放射能対策専門委員の皆様からは日頃より専門的、技術的

な知見に基づく貴重なご助言をいただき、まことにありがとうございます。 

  さて、東日本大震災から間もなく３年を経過しようとしておりますが、現在県庁を挙げて復

旧・復興に取り組んでいるところでございます。東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放

射性物質対策につきましては、宮城県放射線・放射能測定実施計画を策定し、計画に基づきき

め細やかな測定を進めておりますが、除染につきましては放射性物質汚染対処特措法に基づく

指定市町において除染実施計画に基づき進められており、学校等の除染はほぼ終了したところ

でございます。こうした対策に加えまして、時間とともに物理学的半減期により放射線量も着

実に下がってきており、県民の不安も少しずつではありますが落ち着きを見せ始めていると感

じております。しかし、放射性物質対策はまだまだ先は長く、課題もございます。 

  環境審議会放射能対策専門委員会議でございますが、前回は昨年の３月２２日に開催し、除

染や放射線・放射能に係る広報などの今後の課題についてご審議をいただきました。本日は今

年度の放射線・放射能の測定結果について取りまとめましたので、その内容についてご報告し、

ご意見をいただくほか、除染の進捗状況のご報告と現状市町などで抱えている除染の課題につ

いてご助言をいただきたいと考えております。また、東京電力における度重なる事故への県の

対応状況につきましても説明をさせていただきます。委員の皆様におかれましては忌憚のない

ご意見をいただきますよう、お願い申し上げます。本日はよろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、議事に先立ち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ます。 

  次第の裏面に手前ども事務局員名簿を掲載させていただいております。資料１－１は宮城県

知事から宮城県環境審議会須藤会長宛ての諮問の写しを配付させていただいております。資料

１－２は専門委員の名簿でございます。資料３－１から３－３まで放射能測定・検査の関係の

資料、３－１、３－２、３－３でございます。資料４でございます。委員ご承知のとおり、１
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月２０日、第５回の市町村会議が開催されまして、環境省の井上副大臣から指定廃棄物最終処

分場、３つの候補地が示されております。本日はその報告をさせていただきます。最後に参考

資料でございます。後ほどご覧ください。不足等はございませんでしょうか。 

  それでは、議事に入ります。以降の進行は須藤委員にお願いいたします。 

 

   ３．議  事 

    （１）東京電力福島第一原子力発電所事故への対応について 

○須藤座長 かしこまりました。それでは、進行役を務めさせていただきます。 

  委員の先生方には大変ご多用の中、また、時間も夕方に近くなってしまうし大変寒い中、足

元も悪い中お集まりをいただきまして、本当にお礼を申し上げておきたいと思います。 

  それでは、今事務局からもお話がございましたように、１年ぶりの専門委員会議でございま

して、その間かなりモニタリングを初め復旧・復興に関するこの放射能の問題についての、特

に除染についての対策も進んできておりまして、最近では最終処分場の選定というような問題

も話題になっているところでございます。この辺のところをずっと続けて議題に上げてござい

ますので、よろしくご審議をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いをいたし

ます。 

  それでは、一つ一つまいります。最初が東京電力福島第一原子力発電所事故への対応につい

てということでご説明願います。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 原子力安全対策課の阿部でございます。それでは、着座

にてご説明をさせていただきます。 

  県といたしましては放射能対策専門委員の皆様に技術的・専門的な見地からのご助言をいた

だきながら取り組みを進めているところでございまして、次長のご挨拶にございましたが、担

当課長といたしましてもこの場をおかりして委員の皆様に改めて感謝を申し上げさせていただ

きます。 

  さて、その東京電力福島第一原子力発電所でございますが、平成２５年３月に発生した小動

物による電源設備の停止ですとか、その後の汚染水の漏洩など、度重なる事故が発生しており、

県への連絡につきましても迅速かつ漏れなく報告というところまではいかなかったことから、

東京電力との通報連絡体制に関する覚書の取り交わしや原子力規制庁等への要望などを行って

まいりました。その内容につきましてご説明をさせていただきます。 

  資料の２をお手元にご用意いただき、１枚めくっていただきたいと思います。 
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  ここには宮城県の対応状況ということで書かせてございます。繰り返しになりますけれども、

福島第一原子力発電所では汚染水の漏洩など度重なる事故が発生していたことから、県は東京

電力に対しまして汚染水の海洋への流出阻止や宮城県への報告を繰り返し要請してまいりまし

た。特に、資料に書いてございますが、平成２５年３月以降は度重なる事故が発生しており、

３月１８日には電源設備の一部停止により使用済み燃料プールの冷却水や水処理施設設備など

が停止いたしました。このときには県への報告はなく、迅速な公表も行われず、また、その後

も地下貯水槽からの汚染水の漏洩など度重なる事故が発生したところでございます。 

 その下に県の対応状況としてまとめさせていただいておりますが、県ではその都度東京電力に

対し適切な対応を求める要請を行ってはまいりましたが、通報連絡につきましては要請だけで

は不十分と判断をし、万全を期すため、５月１７日には連絡体制に関する覚書を取り交わした

ところでございます。以後、覚書に基づき、県への報告は、現在、適切に行われており、県と

いたしましては報告を受けて事故への対応状況等を逐次確認をしているところでございます。 

  しかし、宮城県としては対応状況の確認というところでございまして、実効性のある対策と

いう部分については東京電力の自主的な取り組みに任された状態でございました。しかし、こ

の実効性というものはなかなか確保されなかったということで、６月１９日には１号機から４

号機の護岸部で高濃度の全ベータ核種やトリチウムなどの放射性物質が地下水から検出され、

その地下水が海水へ流出していることが示唆されたことから、８月には原子力規制庁及び資源

エネルギー庁に対し東京電力への強い指導を求める要望を知事から行っていただきました。９

月には福島第一原子力発電所においてその対策の実施状況を実際に私どもが確認しにまいって

おります。 

  その後の今度国の対応状況でございます。県の要望も、幸いといいますか、国の原子力災害

対策本部では東京電力任せにするのではなく、国が前面に出て必要な対策を実行することを表

明していただき、９月にはこのことを明記した汚染水問題に関する基本方針を決定し、この基

本方針に基づき緊急対策と抜本対策という二本立てで対策が現在進められており、地下水や海

水のモニタリングについても強化されたところでございます。 

  さらに、国内外の叡智を結集するため技術提案を募集し、７８０件の技術提案について討議、

そして、１２月には政府として予防的かつ重層的な追加対策を取りまとめたところでございま

す。この追加対策は従来のような逐次的な事後対応ではなく、予防的かつ重層的と申しており

ますけれども、抜本的な対策を実現することにより個々の設備やその運用、一部の対策におい

て支障が生じたものを全体として機能するシステムを構築するとの考え方に基づいて取りまと
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められたものとしております。 

  県といたしましては、これらの着実な実施とモニタリング結果等を注視しており、必要に応

じて今後とも国や東京電力に対し的確に対策が講じられるよう申し入れてまいる所存でござい

ます。 

  福島第一原子力発電所の現状と汚染水問題への対策の概要につきましては、プロジェクター

を使いまして担当班長のほうからご説明を申し上げたいと思います。それでは、庄子班長、よ

ろしくお願いします。 

○事務局（庄子原子力安全対策課放射性物質汚染対策班長） 原子力安全対策課の放射性物質汚

染対策班長の庄子でございます。よろしくお願いいたします。 

  私のほうからは福島第一原子力発電所の現状ということで、まずご説明をさせていただきた

いと思います。 

  東日本大震災発生のとき、事故のあった１号機から４号機につきましてですが、１号機から

３号機までは運転中、そして、４号機につきましては定期点検停止中ということでございまし

た。外部電源の喪失後、非常用電源が起動いたしましたが、津波によりその非常用電源設備が

使用不能となり原子炉の冷却機能が喪失いたしまして、炉心にあった燃料が１号機から３号機

につきましては炉心損傷に至っております。 

  その後、炉心損傷が進みまして、発生した水素が原子炉建屋内に漏れ出しまして、１号機と

３号機でございますけれども、水素爆発が発生しております。４号機につきましては、３号機

の原子炉格納容器のベントに伴いまして水素を含むベントガスが排気管を通じまして４号機側

に流入し、４号機の水素爆発が発生したと推定されております。 

  なお、２号機につきましては原子炉建屋の屋上部の側面にパネルがございまして、ちょうど

ここになりますけれども、１号機の水素爆発によりこのパネルが外れまして、ここから水素が

外部に排出されたことによって原子炉建屋の爆発が回避されたと推定されております。 

  １号機から３号機の原子炉内には溶融した燃料がまだ貯蔵されている状況でございます。４

号機のほうではこの燃料プールにあった燃料の取り出し作業が開始されておりまして、２月１

４日までには３５２本の取り出しが終了しているところでございます。現在、原子炉への注水、

そして冷却装置等によりまして冷却が継続されており、冷却状態に異常は確認されておらず、

原子炉は安定した状態にあるということが確認されております。 

  次に、汚染水問題の対策の概要について、簡単にでございますけれども、ご説明させていた

だきます。 
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  汚染水問題の対策につきましては、汚染源を取り除く、汚染源に水を近づけない、汚染水を

漏らさない、この３つの基本方針に基づいて対策が進められております。これに加えまして、

昨年の１２月になりますけれども、国のほうで決定いたしました予防的・重層的な追加対策、

こちらのほうが進められているところでございます。 

  これまでの主な対策といたしましては、写真の下にありますこの肌色の部分の点線、ちょっ

と見づらくなっておりますけれども、ここがトレンチと呼ばれている配管ですとかケーブルが

通るトンネル状の空間になっております。ここに高濃度の汚染水が貯蔵されていることにより

まして、これが漏れ出して汚染水問題の原因となっております。ですので、ここのトレンチ内

の高濃度の汚染水を除去するという取り組みが進められております。 

  また、護岸部のほうにつきましては水ガラスという、これは止水する薬剤になりますけれど

も、こちらを注入して港湾部への地下水の流出を抑えるような対策がとられているところでご

ざいます。 

  このほかにも海側のほうには遮水壁を設置するような取り組みが行われて、さらには１２月

に決定したこの１番から１１番までの対策が予防的・重層的ということで取り組みが進められ

ることとなっております。 

  先ほど対策の概要を本当に簡単にご説明させていただきましたけれども、３つの基本方針、

こちらのほうにまとめさせていただいております。 

  なお、汚染水タンクの増設につきましては、フランジ型のものから漏洩があったことから今

溶接タイプのものに置き換えるということで、この設置につきましては可能な限り官民を挙げ

て加速化する必要があるということで謳われております。 

  また、追加対策につきましても港湾内の海水の浄化技術、こういったものにつきましては技

術的難易度が高いということで、国のほうで技術的な支援、国費を投入した対策を進めること

としております。 

  また、トリチウム水につきましては、今国のほうの汚染水対策委員会の下にトリチウム水タ

スクフォースを設置いたしまして、トリチウム水の分離ですとか貯蔵、放出等のさまざまな選

択肢を抽出して、それらのリスク、環境影響、費用対効果、そういったものの整理が進められ

ているところでございます。 

  これらの予防的・重層的な追加対策の実施に加えまして、風評被害対策、こちらのほうも国

では情報発信の一層の強化ということで取り組みが行われることとなりまして、これらをあわ

せまして汚染水問題に対する追加対策として国のほうで発表しているところでございます。 



-6- 

  県といたしましては、これらの対策の実施状況を注視しながら、引き続き国、そして東京電

力に対しまして的確に対策が講じられるよう強く申し入れを行っていきたいと考えております。 

  簡単ではございますが、以上でございます。 

○須藤座長 説明はここまででよろしいんでしょうか。 

○事務局（庄子原子力安全対策課放射性物質汚染対策班長） はい。 

○須藤座長 では、庄子さん、どうもありがとうございました。 

  最初の議題、今課長が申し上げた東京電力福島第一原子力発電所の事故への対応についてと

いうことで、総括的に現状の追加的対策も含めてお話をいただきました。何かご質問ございま

すでしょうか。これについてはご理解いただいた上で次の話題に行くほうがいいかなと思って

いますので、もしご質問があればどうぞお願いいたします。よろしいですか。 

○細見委員 今日２００リットルぐらい高濃度のものが漏れていたというニュースがありました

が、そのような情報が覚書を通じて来ているものなのでしょうか。 

○須藤座長 はい。 

○事務局 実際には連絡が来ております。本日の内容につきましては、Ｈ６エリアのタンクの上

部の天板部分のフランジから水が漏れたということで、その内容を受信しております。詳細に

つきましては実際に東京電力のほうでは詳細に公表資料として出しておりますので、そういっ

たものを見ながら確認をして、追加で確認すべき事項があれば連絡をとり合いながら対応して

いるような状況でございます。 

○須藤座長 即刻その辺は対応しているんですね。 

○事務局 そのとおりでございます。 

○須藤座長 ありがとうございました。 

 

    （２）平成２５年度の放射線・放射能対策について 

      ア 放射線・放射能測定、検査の実施状況等について 

○須藤座長 それでは、本日は我々が議論しなくてはいけない問題は東電でどういうふうにやっ

てきたか、何が課題になっているかということを中心にやらなくてはいけませんので、「平成

２５年度の放射線・放射能対策について」ということで、ア、イ、ウと３つございますので、

順番に説明お願いいたします。では、庄子さんのほうから。 

○事務局（庄子原子力安全対策課放射性物質汚染対策班長） それでは、平成２５年度の放射

線・放射能測定、検査の実施状況ということでご報告をさせていただければと思います。 



-7- 

  まず、県のほうで福島第一原子力発電所事故が発生いたしまして、まず真っ先に取り組んだ

のが測定体制の強化ということでございました。これにつきましては概ね平成２４年度中に完

了しているところでございます。放射線の測定器械、放射能の測定器械の整備が進んでおりま

すので、それは後ほどご説明させていただきたいと思います。 

  また、放射線と放射能の測定につきましては、宮城県のほうで放射線・放射能測定実施計画

を策定しておりまして、国、県、そして市町村が分担しながら実施しているところでございま

す。計画に基づきまして放射線の測定であればモニタリングポストによる常時監視、市町村に

よるサーベイメーターによる定点測定、国による航空機モニタリングの広域測定、そういった

形でいろいろと取り組んでおります。 

  また、放射能につきましても農林水産物、水道水、流通食品、消費段階であれば学校給食、

住民が持ち込む食材について測定を行っておりますので、今年度の現在までの状況を取りまと

めましたのでご説明させていただければと思います。 

  まず、機器の整備状況でございます。空間放射線量率の測定機器につきましては、モニタリ

ングポスト、常時監視用ということで４０台、これは宮城県内の全ての市町村において測定の

体制が整備されているところでございます。また、定点測定用ということで、精密型のサーベ

イメーター、そして簡易型の放射線測定器、こちらのほうを全市町村に配備いたしまして、モ

ニタリングポスト以外のところについてもきめ細かな測定ができるような体制を構築している

ところでございます。 

  また、市町村におきましてもモニタリングポスト、これは具体的には丸森町になりますけれ

ども、丸森町では１１台のモニタリングポストが設置されております。また、放射線測定器に

ついても市町村のほうでも独自に整備をしているところでございます。 

  放射能測定の機器整備ですけれども、県といたしましては主にスクリーニングを行う簡易型

の、これはヨウ化ナトリウムを検出器とする放射能測定器が中心となっておりますけれども、

こちらと精密に放射能を測定するためのゲルマニウム半導体検出器５台を整備をしております。

この中には市町村に配備するものも含まれております。 

  また、市町村でも独自にゲルマニウム半導体検出器、簡易型の放射能測定器を整備しており

ます。ゲルマニウム半導体検出器については２台、こちらは仙台市と気仙沼市で導入がされて

おります。 

  そして、空間放射線量率のほうの測定の結果の取りまとめた状況でございます。 

  モニタリングポストによる常時監視ということで、まず測定体制のほうから簡単にご説明さ
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せていただければ、国、県、そして丸森町を合わせまして、この宮城県内の地図の全部で５１

台を設置させていただいております。２４時間連続測定した結果につきましては、原子力規制

委員会のサーバー等を介しまして現状を確認できるような体制となっております。この青のと

ころが宮城県設置の部分で、これは主に県の合同庁舎等に設置しているものですけれども、こ

れは国から水準調査という調査を委託されて設置した７カ所、黄色いところは原子力規制委員

会のほうで設置したモニタリングポスト、そしてあと県独自で設置したものが県南を中心に３

カ所、そして丸森町設置の１１カ所という状況になっております。 

  測定結果ですけれども、こちらのほう先ほど青い丸で示しました７カ所と、そして、県内で

一番高い耕野、これは丸森町ですが、測定結果を簡単にまとめたものでございます。測定開始

から現在までという形になりますけれども、傾向といたしましては減少の傾向が見られている

ところでございます。耕野のまちづくりセンターは特に顕著に出ているところなんですけれど

も、この減っているところについては降雪の影響で線量が低下しているような状況が見られて

おります。 

  次に、こちらのほうは航空モニタリングによる広域測定ということでございます。県内でこ

れまで実施されておりますけれども、今年度につきましては１１月に宮城県で実施されました。

ただ、まだ結果のほうは公表されてはおりません。間もなく公表だというお話も聞いておりま

すが、県内全域の面的な線量、汚染状況の分布状況が一目でわかるということで、航空機モニ

タリングは大変視覚的にわかりやすいような測定結果となっております。この中でやはり０．

１マイクロシーベルト以下の部分のこの濃い青色の部分が拡大しているようなところが見て取

れます。 

  こちらのほうは走行サーベイといいまして、車の中に放射線の測定器、ＧＰＳの通信機器、

こういったものが一体となった機械、クラマシステムというものですけれども、こちらを乗せ

まして、それで道路を走ることによって測定をするものでございます。モニタリングポストが

点、先ほどの航空機サーベイが面的という形になって、どちらかというと線的な測定になりま

してモニタリングポストの結果を補うようなイメージになっております。 

  測定結果につきましては、こちらは第１回目ということで６月に実施したものでございます

けれども、航空機モニタリングの結果と同様の傾向を示している状況でございます。 

  こちらのほうは学校の校庭、園庭で行いました一斉測定の結果でございます。これまで２３、

２４、２５年度と３回実施しております。今年度は２５年７月から８月までの間で実施してお

ります。１，６３４施設を対象として実施しております。 
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  今年度の結果でございますけれども、毎時０．２３マイクロシーベルト、こちらのほうは除

染を行う目安の線量とされており、年間に積算いたしますと１ミリシーベルトに相当する線量

ですが、２５年度は０施設ということになりました。２３年度が１６４、２４年度が２９とい

うことで、学校の除染が進んだことがこの結果につながっているということでございます。 

  続きまして、放射能の測定・検査の状況でございます。 

  県内の農林水産物の検査体制でございます。まず、検査機器といたしましてはＮａＩのシン

チレーションスペクトル検出器、こちらはスクリーニング検査ということで用いている機械で

ございます。こちらのほうでの測定をして、スクリーニングレベルを超えて精密に測定する必

要があるものにつきましてはゲルマニウム半導体検出器による確認検査、また、定期的にゲル

マニウム半導体検出器のほうでの検査も行っております。 

  これらの今年度の結果、１月までの速報値でございますけれども、林産物ではスクリーニン

グレベルを超えたものがございますけれども、昨年度と比較しますと、この件数はかなり減少

しているところでございます。 

  こちらのほうがゲルマニウム半導体検出器による精密検査の実施状況でございます。こちら

のほうで食品の基準を超過したものにつきましては、林産物、そして水産物で一部ございます

けれども、それ以外のものについては基準値以下でございました。この検出結果につきまして

も、件数、そして測定結果のレベルにつきましても、着実に低下しているような状況でござい

ます。 

  次、水道水の検査結果でございます。定期的、週１回から月１回、水道水の検査をしており

ます。結果、全て不検出ということでございました。 

  また、これとは別に国からの委託、水準調査というものを受託して県で実施しておりますけ

れども、３カ月間、蛇口水をとりまして、測定した結果がこちらとなっております。これは濃

縮して測定をしておりますので、実際には検出下限のレベルが通常の測定と比べてかなり低く

なっております。セシウムは検出されておりますけれども、ほかの県と比較して同等のレベル

になっておりますので、問題のないレベルだということで考えております。 

  続きまして、流通食品の検査でございます。流通食品の安全を確認するということで実施し

ているものでございますけれども、保健所でお店のほうに行って収去して、これを測定すると

いうことでございます。基準超過件数は０件ということになっております。 

  学校給食の検査、こちらのほうは消費段階の検査ということになりますけれども、こちらに

つきましては食材のほうの事前検査、そして、給食１食丸ごとの検査になります。食材につき
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ましては簡易型の放射能測定器で測定しておりまして、１食分の丸ごとの検査につきましては

ゲルマニウム半導体検出器で委託により実施しているところでございます。結果については全

て不検出ということでございます。 

  こちらは住民持ち込みの放射能測定ということで、住民が自ら栽培した野菜ですとか、採っ

てきた山菜ですとか、そういったものについて測定を受け付けて実施しているものでございま

す。これもやはり消費段階ということで、事故直後住民の方の栽培している食品について不安

が増大したことから、実際に県と市町村で測定体制を整備いたしまして、住民が市町村役場の

ほうに持ち込みまして測定が行われているものでございます。 

  実際には昨年、２４年７月から実施しておりますけれども、昨年度は約９，０００件、今年

度につきましても約１万件ということで大変多くの測定が行われております。結果を見ますと、

林産物ですとかイノシシ肉、こういったものがかなり高い割合で検出されております。ただ、

これは実際に生産段階で測定されているものと比較いたしますと超過割合は高いですけれども、

住民が不安に思って持ち込むということで測定が行われますので、林産物、キノコが高いから

不安だから測定するといった形で受け付けをいたしますので、若干高い割合になっているとい

うことでございます。 

  環境試料の測定状況でございます。土、そして月間の降下物ということで測定をしておりま

す。測定結果の状況はこういった形になっております。 

  浮遊じん、そして地下水の検査でございます。浮遊じんにつきましても、これは国からの委

託を受けて県が実施しているものでございます。９月から１２月までの検査結果は最小だった

ということでございます。また、地下水につきましては、これは国がモニタリングを実施して

おります。県内の定点で年４回、２４カ所で実施されておりますけれども、全て不検出という

結果になっております。 

  公共用水地、湖沼、河川の測定でございますけれども、こちらは水質と底質が行われており

ます。水質については全て不検出、底質につきましては湖沼のほうで、これは白石市にありま

す馬牛沼、この辺になりますけれども、あとそれと河川のほうでは阿武隈川河口で、こちらに

なりますけれども、こちらのほうで２，０００あるいは４，０００という高い値が出ておりま

す。１，０００を超えるレベルがありますけれども、翌月にはまた低くなったりしております

ので、これは今後も注意深く見ていく必要があると感じているところでございます。 

  沿岸部の海水の状況でございます。こちらのほうは国で実施していただいております。水の

ほうにつきましては全て不検出ということでございまして、ただ、海底土につきましては８月
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に高い２，０００ほどのものがありましたけれども、やはりこれを見てみますと高かったり、

その次はNDだったりというように、かなりばらつきがありますので、今後も注意深く見てい

く必要があるのかなと考えております。 

  これはもう少し沖合のほうの海水になります。こちらは東京電力が実施しております。この

ような海水のモニタリングにつきましては国で関係省庁、そして電力事業者との間で総合モニ

タリング計画が定められておりますので、それに基づいて実施されているということでござい

ます。傾向を見ますと減少しているような傾向も見られますけれども、今後も引き続き注意深

く見守っていく必要があるのかなと考えております。 

  海底土でございますけれども、放射性セシウムの結果でございますけれども、ちょっと件数、

頻度が少ないですけれども、測定結果につきましては減少の傾向が見られるのかなと思ってい

るところでございます。 

  そして、これを受けまして２６年度の測定・検査体制でございますが、放射線・放射能の測

定結果を簡単にご説明させていただきましたが、大体低下傾向にあるということは見られてお

ります。しかし来年度につきましても現在の測定体制は維持していく必要があると考えており

ます。もう少し状況を見ながら、この福島対応の放射線・放射能測定のほうを少しいろいろと

検討していく必要があるかと思います。特に林産物につきましては基準超過が多いですので、

これについては拡充ということで原課のほうで聞いておりますので、こういったところを盛り

込みながら２５年度末を目途に新しい来年度の計画を改定する予定としております。 

  もう少しだけお時間をいただきまして、ストロンチウムの測定状況についてご説明をさせて

いただければと思います。 

  先月、環境審議会がありまして、水産物のストロンチウムの測定状況はどうなっているのか

とご質問がありました。国、東京電力で実施されているというお話をさせていただくとともに、

県のほうでは女川周辺の測定を実施していますという説明をさせていただいたんですが、その

結果についても簡単に測定状況と併せてご説明させていただければと思います。 

  概要でございますけれども、福島第一原発事故で放出されたストロンチウム８９と９０の放

出量ですが、経済産業省の試算では比率を見ますとセシウム１３７とストロンチウム８９、９

０が１００対１５対１ということで言われております。これらの結果ですが、当時の文部科学

省で放射性物質の分布状況の調査を第１次、そして第２次と行っております。この中でストロ

ンチウム８９とストロンチウム９０の分布状況調査が行われております。そして、その他の環

境試料については原子力規制委員会、東京電力のほうで海水、海底土モニタリングが行われて
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おります。また、水産物については水産庁において定期的にサンプリングして実施しており、

県では女川周辺のほうで調査を実施しています。 

  先ほどの文部科学省の分布状況調査でございますけれども、第１次については８０キロ圏内

で行われました。航空機モニタリングの結果では栗原ですとか石巻ですとか、そういった高い

ところもありましたので、第２次ということで栗原と石巻が追加された形になります。 

  こちらで測定結果を見てみますと、ストロンチウム８９、これは半減期５０日ほどになりま

すが、実際に白石で１，１００が検出されたので、これはやはり原発事故に由来するものであ

ろうということで考えられます。ストロンチウム９０ですけれども、こちらにつきましてはお

およそ測定結果を見ますと過去の範囲に大体入っているような状況にある、そういったレベル

だったということでございます。 

  これらをマッピングしたものがこちらになりますので、あとご参考にしていただければと思

います。 

  この文部科学省の調査結果のまとめといたしましては、５０年の積算被曝線量については、

やはりセシウムの影響が大きいであろうということで、今後の健康影響ですとか除染対策につ

きましてはセシウムを中心にモニタリングしていくことが妥当であるというような取りまとめ

になってございます。 

  あと、海水の測定状況を簡単に取りまとめさせていただきましたので、後でごらんいただけ

ればと思います。あと海底土でございます。 

  水産物につきましては、これは検出されたものだけ簡単に取りまとめさせていただいており

ますので、測定件数はもう少し多くなっております。水産庁のほうではこの生物濃縮、などの

調査ということも含めまして、今漁業関係で操業している地域を中心に調査が行われているよ

うな状況でございます。 

  あと、女川周辺の測定状況でございます。後ほどごらんいただければと思います。 

  大変膨大な資料になりましたけれども、取り急ぎご説明をさせていただきました。このよう

な形で今年度の測定状況、ご報告させていただきましたけれども、来年度も引き続き現状のよ

うな体制で実施してまいりたいと考えております。 

  ただ、いずれ将来は、だんだん放射線量率・放射能も低くなってまいります。いずれそうい

った測定件数の効率化ですとか、そういったものもいずれ委員の先生方とご相談をしながらい

ろいろ検討していきたいと考えております。私からの説明は以上でございます。ありがとうご

ざいました。 
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○須藤座長 どうも、簡潔に要領よくご説明いただいましてありがとうございました。膨大な資

料に基づいてご説明いただき、傾向等おわかりいただけたと思います。我が県の放射線・放射

能測定の検査状況についてどうぞご質問なりご意見ございましたらおっしゃってください。 

○石塚委員 水産物、非常に超過件数がありますね。この水産物は海産物ですか、それとも川で

しょうか。特に阿武隈川が少し水質的に高いところがあるんですけれども、水産物もあるんで

すか。表のほうに書いてあるのは全部海産物なんですけれども、水産物で何か川からとれるよ

うなものはありますか。 

○須藤座長 では、それは庄子さんのほうから。 

○石塚委員 福島では結構川もモニタリングがある。 

○事務局（庄子原子力安全対策課放射性物質汚染対策班長） こちらのほうは海産物だけではな

くて川のものとかも含めてという形であります。 

○石塚委員 でも、川のものは、測定の母集団でいけばごく一部ですよね。違いますか。 

○須藤座長 では、件数はまた後で、石塚先生にお答えください。 

○石塚委員 余り詳しいわけではないんですけれども、川は流れているもので、除染の効率がい

いというふうに聞いてはいるんですけれども。 

○事務局（庄子原子力安全対策課放射性物質汚染対策班長） 実際に川のほうにつきましてはな

かなか狙ってとれるところというのがありませんので、そういったことで検体数としては少な

いような状況になっております。 

○須藤座長 石井先生、今の問題、何かコメントってありますか。 

○石井委員 阿武隈川は調べる必要があると思います。どうしてかというと、野山から汚染され

た水が流れ込む場合があるからです。実際、福島県の空間線量は雨が降ることによって減少し

ています。ウエザリング効果と言います。しかし、粘土についたセシウムは魚の肉に移らない

と考えられますが、有機物についたものは、それを川の魚が食べると移ります。 

○須藤座長 中に入るんです。 

○石井委員 福島県の高線量地域で流れ込んで、宮城県の阿武隈川に流されてくることもあると

考えられます。だから、阿武隈川の水産物をチェックする必要があると思います。 

○須藤座長 これは不思議ですよね。流れてきて。 

○石井委員 このように、川に汚染物は流れ込むので、宮城県はその辺を観察する必要があると

思います。ちょっと、コメントしたいと思います。 

○須藤座長 はい、どうぞ。 
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○石井委員 まず、最初のほうからですけれども、まずは４ページ、空間線量の測定機器、すな

わち、モニタリングポストですが、これはいろいろなところに無人で置かれているものですが、

この性能をよくチェックしておく必要があります。モニタリングポストは常に正常に動いてい

ないと、いざ何か起こったときに困ってしまいます。 

  実際、東北大学での青葉山に立派なモニタリングポストがあったのですけれども、今回の地

震で壊れてしまいました。このため、放射性物質の飛来が観測されませんでした。大学病院の

モニタリングポストの測定結果から、放射性セシウムより先に、ガスの放射性物質が飛来して

いるのが観測されていることが分かりました。モニタリングポストが正常に働いているかチェ

ックしておく必要があります。 

  次に、２８ページのところですが、ここのところの表現ですけれども、正確に言ったほうが

いいかなと思います。福島第一原子力発電所事故により放出されたストロンチウム８９、９０

の放出量として、その下に平成２３年８月発表の経済産業省の試算ではセシウム１３７が１．

５京ベクレルに対し、ストロンチウム８９が２，０００兆ベクレルという。ベクレルという単

位は放射能を表し、放射性物質の量を表していません。 

  放射性物質の量に寿命の逆数を掛けたものが放射能なので、放出量という表現じゃなくて、

放射能と言ったほうがいいと思います。放出量が少なくても寿命が短かったら放射能は高いわ

けです。ストロンチウム８９が結構高くて、ストロンチウム９０が小さいというのは単にスト

ロンチウム８９の寿命が短いからです。従って、放出量としてはストロンチウム９０の方が多

いんです。 

  もう１点なんですが、資料２のところで、今すごく困っている汚染水の問題です。宮城県は

この件に対して対応して行くと書いてあるだけに留まっている。その問題については、東電が

やれることとやれないことがあると考えられます。国がどこまでやって、東電がどこまでやる

かということをきちんと言っておく必要があると思います。放っておくと、時間が経つばかり

で、事態は悪くなる一方となり、誰が困るかというと県民が困ることになるわけです。 

  この辺の対応を県として、迅速に事故当事者および国に早く対応する体制をとるように言っ

ておいたほうがいいかと思います。 

○須藤座長 先生、この書き方だと東電がやるべきであるというふうにとれてしまうので。 

○石井委員 そうです。 

○須藤座長 そうでしょう。だけれども、今先生がおっしゃるのは私もそう思うんですけれども、

もう限界に来ていますよね。 
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○石井委員 限界に来ているかもしれません。 

○須藤座長 来ていますよね。だから、国が、一部はバックアップするとは言っているんだけれ

ども、その辺どうもクリアにしないといけないんですよね。これだと県民が見たら東電がやっ

てくれるんだよねということになってしまうんでしょう。 

○石井委員 そうかと思います。膨大な面積の表土を取るのも国が責任を持って行うべきかと思

います。安倍首相がオリンピック招致のときに明言しましたので、放射能汚染問題は絶対に解

決しておく必要があります。 

○須藤座長 それで、今度のオリンピックは大丈夫ですよと言ったんですよね。そう言ったんで

すよね。 

○石井委員 ええ。やはり国がやらないといけないと思います。一方、東電にやらせてできるこ

とは東電にやらせる。 

○須藤座長 もちろん当然ですね。 

○石井委員 専門家が集まって本当に東電の技術でできるのかどうかということを議論して、で

きないとの結論でしたら、国が素早く対応しないと、困るのは住民です。 

○須藤座長 私もそう思います。 

○石井委員 この辺を自治体が言わない限り国も動かないと思います。 

○須藤座長 私もそう思います。ありがとうございました。それでは、細見委員、どうですか。 

○細見委員 このストロンチウム８９とか９０の土壌調査があって、この２９枚目ですが、過去

の全国における測定範囲だったということになっていますけれども、過去はどのぐらいの範囲、

どこでどのぐらい測られていてというのがあると今の現状の様子が理解できるのかなと。過去

はもう皆ゼロだと思っておられる方が多いと思うんです。そうではなくて、実は自然から来て

いるものも実はこれだけあって、どうなったかということを経時的に見せていただくと、より

広報としては効果的なのではないかなと。ただ単にこの赤で示されると、これはやばいんじゃ

ないかというふうに思ってしまうので、過去に、県がおやりになったのか文科省がずっとやっ

てきたのか、ちょっと私も誰が今までやられてきたというのが、そういうデータがあれば。本

当にセシウムもあるのかちょっと私はよくわかりませんが、そういうこの前の様子もやはり知

っておくべきかなと思いました。 

○須藤座長 ありがとうございました。県民に広報するときに気をつけてくださいということで

すね、先生。そうですね。 

○細見委員 はい。 
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○石塚委員 核実験が増えて、ずっと傾向的にストロンチウムを調べたものはありますので、そ

れはおっしゃるとおり核実験があったとなっているものがありますので、それを見ていただい

て、それとあわせて県民の方に判断いただくのが妥当だと思います。 

○細見委員 先生、それはストロンチウム８９、９０だけでしょうか。 

○石塚委員 そこまではちょっと詳しくないんですが。 

○細見委員 もし何かそういうものもほかの元素でやられているんであれば、ぜひそういう情報

というのは、確かに水素爆弾でしたか、そういうときには核実験やられたりという感じですよ

ね。 

○細見委員 このストロンチウムに関して大変重要なことで、これ国が描いた絵ですかね。 

○須藤座長 それは国でしょう。 

○事務局 そうです。 

○石井委員  赤で描くと一般国民が見たら「これは危ないんじゃない」と思うけれども、量は

少なくて問題ないと思われます。ストロンチウムはセシウムと比べ融点が高く余り飛散しなか

ったと考えられます。原子炉サイトに近いところでストロンチウムの量が局所的に高いところ

がありますが、低いところもあります。 

  ストロンチウムはカルシウムと同じような振る舞いをするアルカリ土類金属元素です。一方、

セシウムはアルカリ金属元素でストロンチウムと性質は異なります。この辺も県民に何かあっ

たときには丁寧に説明するようにしていくと安心するかと思います。 

○須藤座長 ありがとうございます。 

  西村先生、どうですか。何かご質問、モニタリングの領域で。 

○西村委員 自分の専門から浄水発生土のものとか、ちょっとチェックさせていただいているん

ですが、基本的にきちんとデータが示されていて、それを見れば水道のほうには全然出てこな

いからもうそれで結構ですよということではなくて、浄水発生土のほうにはまだ出てきている

ようですので、それらも含めてちゃんと公表されているということではきちっとやっていると

いうふうには認識しております。 

○須藤座長 ありがとうございます。ここで海底土っていっぱい使われているんだけれども、環

境の分野では底のほうの泥は底泥とか呼ぶんだけれども、これは本当に下の深いところの泥を

言っているわけじゃないんですよね。海底土って何か使っていますよね。環境の分野では底泥

と呼んでいますが、それと同じですか。 

○事務局 そうだと思います。 
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○須藤座長 だから、一般的には海底土というよりは、底泥といいますね。底はもっと深くなっ

たら海底土かもしれませんけれども、だから誤解を招くといけないから括弧して書くなり何か

しておいてください。 

○西村委員 せいぜい海底と呼ばせている……。 

○須藤座長 底でしょう。それを今度。 

○西村委員 せいぜい２０センチぐらいの。 

○須藤座長 底のところですよね。 

○石井委員 底泥が何者なのか調べておくことは大変重要です。粘土の類なのか、あるいは有機

物とかイオン交換体を含んだ泥なのか。粘土に吸着しているセシウムは魚などには移らない。

ところが、有機物とかイオン交換体に吸着したセシウムは魚などに移る可能性が高い。 

○須藤座長 底にあるのは。 

○石井委員 物に移るものは川から海洋に拡散して希釈されていくと考えられます。海底の汚染

状況を我々も今後調べていきたいと考えています。 

○須藤座長 その魚の組織の中にないということを調べるんですね。 

○石井委員 ええ、ホッキ貝なんかもちょっと調べてみたいなと思っています。 

○須藤座長 ありがとうございます。 

  それとあわせて、今の話じゃないけれども、カレイであれスズキであれ、海産物のそのこと

を調べればどのぐらい違うかによっては何か同等に近いこともあり得るとか何かで話も聞いて

いるんで、同等に近いということは先生おっしゃることから言えば体に移ってしまっているわ

けですよね。そういうことですよね。それが離れていれば体に移っていないということですよ

ね。 

○石井委員 河口に近いところで獲れるものは何かセシウムがあるように思われますね。 

○須藤座長 ああ、そうですか。それはこれから、先生、ご検討されるんですね。 

 石井委員 そうです。 

○須藤座長 ああ、即座にね。では、よろしくその辺は。 

○石井委員 山の空間線量が下がっています。下がっているということは、山の落ち葉に付着し

ているセシウムが雨に打たれて川に流されている可能性があります。それを魚が食べます。 

○須藤座長 その辺の食物連鎖は、西村先生、プランクトンとか藻類とか水生植物はそうして何

か同じようなことが起こるんじゃないですか。生物濃縮が。 

○西村委員 例えば理解されているわけじゃないんで、とにかく固形の有機物にくっついてです
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ね。それを食べる動物の……。 

○須藤座長 動物プランクトンの中に行けば。 

○西村委員 だから、植物プランクトンで出ているんで濃縮は。 

○須藤座長 動物プランクトンからですね。濃縮は。 

○石井委員 川の水をとって時間を置いてから上澄みを採って測ると放射能は観測されません。

しかし、濁らすと検出されます。 

○西村委員 それは粘土から来るわけです。余り入っていないんですけれども。非常に交換レベ

ルですぐに。 

○石井委員 イオン交換体に付いたセシウムは離れやすいので、植物は取り込みます。 

○須藤座長 そうですね。その辺のことまで含めて、では表現ぶりまでちょっと考えてですね。

それから、先生がこれから研究されることでしょうから、そうなったらまた次のときにまたご

紹介いただければいいんで、この辺のメカニズムというのはやはりちゃんと証明してからでな

いとあれなんで、生物濃縮が起こらないんであるならばかなりいいと思うけれども、海産物に

移って、あそこの魚は食えないんじゃないかという、銚子の沖のほうの魚は食えないんじゃな

いかという風評も立ってしまっているじゃないですか。一応。それがあるかどうかというのは

非常に大事なことだと思います。風評被害につながりますので。 

  ということで、ほか、全体を通して今の内容よろしいですか。まだ話題がありますので、そ

れでは次に行きましょうか。 

 

      イ 放射線量低減化対策について 

○須藤座長 放射線量低減化対策について、これ除染の概要について、事務局お願いします。 

○事務局（庄子原子力安全対策課放射性物質除染対策班長） 引き続きまして、放射線量低減化

対策についてご説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、除染の実施状況からご説明をさせていただければと思います。 

  こちら、平成２６年１月末現在の子供の生活環境、県内の各市町のほうでは子供の生活環境

から除染を進めましょうということで、学校、公園等の除染から進められております。除染の

対象施設としては２４９施設ございますけれども、これまで２１２施設、約８５％が除染を終

了してございます。この除染が終了した施設につきましては、線量が低減して除染が不要とな

った６６施設を含んでございます。 

  学校、保育園等につきましては９５施設中９３施設が終了しておりまして、実施状況、今発
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注済みのもの１施設ということで、ほぼ終了しているところでございます。残り１施設がござ

いますけれども、これは０．２３マイクロシーベルトは下回っているんですけれども、ホット

スポットがありますので、こちらのほうの除染が今後予定されているということでございます。 

  公園、スポーツ施設につきましては１１９の施設、約７７％で除染が終了しております。除

染を実施した施設では施設の平均の空間線量が毎時０．２７マイクロシーベルト以下から毎時

０．１２マイクロシーベルトに低減をしております。こちらの写真は学校における除染の作業

状況ということでございます。 

  そして、現在、除染の対象は徐々に住宅に移りつつあります。指定市町で除染を予定してい

る住宅の戸数につきましては７，２９１戸でございます。栗原市と丸森町につきましては除染

実施中でございます。白石市につきましては除染前の詳細測定を終えまして、現在、同意取得

の手続がとられております。このうち２，１７９戸、約３０％で除染が終了しているところで

ございます。その他、１，１５５戸、こちらについては発注済みで、除染実施中ということで

ございます。この中には除染が不要となった施設数も含んでいるところでございます。 

  そして、その他の施設の除染でございますが、丸森町においてはいぐね等の住宅に隣接する

森林の除染も住宅除染とあわせて実施されております。また、牧草地、こちらの除染も実施す

るということで進められております。農地と牧草地に関しましては、安全な畜産物の生産の観

点から実施する吸収抑制対策の一環として、特措法とは別の枠組みで除染が行われている場合

もございます。 

  そして、大河原町と亘理町につきましては除染実施計画に位置づけました全ての施設で除染

が終了しております。石巻市につきましては、市内の測定をいたしましたところ毎時０．２３

マイクロシーベルトを超える地域がなかったということで、平成２５年６月２５日、汚染状況

重点調査地域の指定が解除されております。 

  そして、環境省では放射性物質汚染対策特措法の基本方針の中で中間目標を掲げてございま

す。２５年８月末を目標とする中間目標となりますけれども、この黄色の線で囲われたところ

でございますが、追加被ばく線量が年間２０ミリシーベルト未満である地域については平成２

５年８月末までに一般の公衆の追加被ばく線量をその２年前、２３年８月末と比べて放射性物

質の物理的減衰等を含めまして約５０％減少した状態を実現、子供につきましては６０％減少

した状態を実現するということを目標に掲げております。こちらにつきましては環境省では全

国で、一般公衆であれば６２％、子供のほうであれば６４％ということで、昨年末の会議の資

料で公表されたところでございます。環境省では中間目標について目標を達成したと評価をし
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ております。 

  ちなみに宮城県内の各市町の低減率の状況でございますけれども、県内につきましては全国

と比べてそれ以上の低減率となっているところでございまして、県内の除染も円滑に進んでい

ると、うまく線量の低減が行われているという状況となっております。 

  そうした上で、除染を進める上での課題についていろいろとございますので、こちらもご説

明させていただければと思います。 

  まず、課題の１つ目といたしましては、やはり除去土壌の保管処分の関係でございますが、

処分の基準が未だに定められていないという状況でございます。除去土壌の仮置き場の設置に

ついても困難となっております。除去土壌の処分基準が定められていないということは、そこ

に仮に仮置き場をつくったとしても、その処分先が定まっていないということから不安を抱き、

なかなか仮置き場の設置が進まないという現状がございます。 

  ですので、現在の状況といたしましては、学校、公園等につきましては地下に埋設する等の

現場の保管で対応されているところでございます。住宅、道路につきましては適当な保管場所

がなくて、現場保管が困難な場合もございます。 

  丸森町では２５カ所の仮置き場を設置して、こちらには住宅除染に伴い発生した除去土壌を

保管しております。七ヶ宿町につきましては１カ所で集中保管ということで、こちらも仮置き

場を設置し、学校、町内の除染で発生した除去土壌を今保管しているところでございます。 

  そのほかの市町におきましては、住民の理解を得つつ、当分の間は現場保管で対応という方

針が出ております。今後そういった仮置き場の未設置が除染の実施に支障となる可能性がござ

います。 

  また、仮に除去土壌の処分基準が出されない場合につきましては、現在仮置き場を設置して

いる丸森町、七ヶ宿町におきましても地権者の方との契約延長という部分でご理解をいただく

必要があるかと思いますので、そういったところでの対応も必要になってくるということでご

ざいます。 

  そして、昨年の７月ぐらいから丸森町で住宅除染が進んでまいりましたけれども、そうした

中で見えてきた課題ということで、課題２として掲げさせていただいております。 

  子供の生活環境、いわゆる学校とか公園では除染を行う場合に表土除去とか、そういったこ

とが環境省の補助金で認められてございます。それ以外の地域につきましてそういった表土の

除去ということは認められていないため、十分な線量低減が得られないというケースが見られ

ております。子供の生活環境以外の施設につきましては、先ほどご説明させていただきました
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が、庭の表土除去が認められていないため、こちらの写真にございますとおり、草の根とか、

そういった堆積物の除去ということで、ほうきにより丁寧に堆積物を除去するという除染手法

しか認められていない状況でございます。 

  ただ、特に丸森町で県境付近ですとか、そういったところについては住宅に隣接するいぐね

等の森林の影響などを受けまして、除染をしてもなかなか効果が現れにくいということがわか

ってまいりました。 

  こういった丁寧な堆積物の除去による除染ということで進めたモデル除染の結果を下に表で

示しておりますが、除染前０．６１だった事例１では除染後０．４９ということで低減率は２

０％、年間１ミリシーベルトに相当する毎時０．２３マイクロシーベルトと比べてちょっと開

きがあります。除染前０．５１だったものについては０．４、こちらもやはり低減率２０％で

ございましたけれども、なかなか期待する線量の低減効果が得られていないということでござ

いました。 

  県では東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策基本方針におきまして年間１ミリシーベ

ルトを５年以内に達成するという目標を掲げてございます。ただ、こういった除染のケースだ

と実際に物理的な減衰を考慮しても、その目標の期限までには達成が困難だということが見え

てまいりました。 

  そこで、２月１３日、先週になりますけれども、環境省と復興庁のほうに村井知事が参りま

して、福島県境の特に線量が高い部分、こういったところにつきましては福島県では実際に表

土除去という線量の低減効果が高い除染が行われているにもかかわらず、線量は同じである本

県では同じような除染手法ができないということで、認めていただくよう要望を行ってきたと

ころでございます。 

  今後環境省では運用のほうでいろいろ検討するというお言葉をいただきましたけれども、実

際にこのような線量がなかなか下がらないという事例に対していろいろと知恵を出して取り組

んでいかなければいけない、国と調整しながらやっていかなければいけないという課題が見え

ております。 

  これらに取り組むに当たりまして除染対策の県の支援事業ということでございますけれども、

市町村の除染を支援するためのに取り組んでおります。 

  除染アドバイザーにつきましては、本日ご出席いただいた石井先生に除染アドバイザーに就

任をいただいておりまして、いろいろと市町村が実施する除染、県のほうでの除染あるいは測

定、こういったところで技術的な知見からの助言をいただいております。本当にありがとうご
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ざいます。 

  そして、除染支援チームということで県の職員が市町村の役場のほうに参りまして、いろい

ろと現場、あるいは取り組み状況と国への調整、そういったところを対応している状況でござ

います。 

  そして、市町村職員向けの講習会ということで、先行する他県の事例ですとか、そういった

講習会を開催しているところでございます。また、担当者会議を開催いたしまして、各指定市

町相互の情報共有ということで、お互いの市町の除染に役立てていただこうと担当者会議も開

催しているところでございます。 

  今後の放射線量低減対策でございますけれども、指定市町における放射性物質汚染対策特措

法に基づく除染としては公園等の、まだ未着手の子供の生活環境の除染が継続して実施される

予定となっております。栗原市、丸森町では住宅除染を継続して実施することとしております。

白石市では住民の同意の手続が終了次第、住宅の除染に取り組む予定となっております。それ

以外の市町におきましては、今後、角田市ですとか、その他の市町でも住宅あるいは通学路の

除染も予定されておりますので、いろいろと測定、あるいは県道であれば県と市町との調整、

も必要となってまいりますので、こういった調整を進めてまいりたいと考えております。 

  県といたしましては、円滑に除染が行われますよう、先ほどご説明させていただいた除染ア

ドバイザーによる助言ですとか、そして支援チームの派遣、講習会の開催、こういったところ

で指定市町が行う除染のほうの支援を行ってまいりたいと考えております。 

  簡単ではございますけれども、以上になります。ありがとうございました。 

○須藤座長 どうも簡潔にご説明いただきありがとうございました。 

  以上、除染についてはかなり事業としては進んでいるけれども、いろいろな問題があって、

効果のあるところと効果が余りない、やり方等についても不十分な部分があるとか、あるいは

予算が付かないとか、そういうことがあって環境省にもご要望されたといういことを今伺った

ところでございます。どうぞ、ご質問なりご意見ある方はどうぞお願いします。 

○石井委員 まず、最初の除染の実施状況３というところですが、福島県と比べられないと考え

られます。というのは、福島県の放射能のレベルは宮城県とは違います。例えば、福島県で結

構除染をやっているにもかかわらず、０．２３マイクロシーベルト毎時以下にならない場合が

あります。これをどのようにするかということに対しては、とりあえずとにかく子供の居る家

を早く下げることに努めることを提案します。一方、宮城県は低いので除染したところは確実

に落ちると思われます。そこで、宮城県は０．２３マイクロシーベルト毎時以下になったとこ
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ろがどのくらいかとすべきかと思います。 

  ところで、家の中が０．２５マイクロシーベルト毎時は国の基準値を超えています。宮城県

では、０．１マイクロシーベルト毎時以下にしてもらいたいです。宮城県は早く安全宣言でき

るモデルケースになる県かと思います。 

  民家の除染は結構難しくて、解析的に行う必要があります。例えば１マイクロシーベルト毎

時だったものを０．２マイクロシーベルト毎時にしようとする場合、どのぐらい取ればいいの

か解析的に計算に基づいて行うべきかと思います。これについて、我々は支援します。 

○須藤座長 アドバイザーですから。 

○石井委員 それで、現場でもってこうして、ああしてと言って、行えたらと思います。例えば

福島市内のある民家の家の中で、台所が高かったのですが、その原因はすぐ近くのアパートの

駐車場のアスファルトでした。水を吸うタイプのものでしたので、放射性セシウムを吸着して

いた訳です。これを除染しない限り台所の線量は下がらない。 

  これからは現場を見て解析的に除染すると宮城県の場合はかなり落とせるかと思います。福

島県の飯館村の農家で防風林の下が高いため２階が高い場合がありました。 

○須藤座長 それは木を切るしかないですね。 

○石井委員 木よりもむしろ、防風林の下の除染が必要です。 

住宅の周りの除染は去年の６月にやる予定だったのが延びてしまっています。周りの田んぼ

も含めて行うことになりました。これは、さらに周りの田んぼも一緒に除染しないと効果がな

いと国も分かったのではないでしょうか。宮城県は効率良くできると思います。我々も全面的

に手伝いますので、国から支援を得て、解析的にどんどん除染作業を進めたほうがいいんじゃ

ないかなと思います。 

○須藤座長 ありがとうございます。 

  細見先生、何かご意見ございませんか。あなた土壌のことすごく詳しいんだけれども、さっ

き基準がないから持っていけないとかという話もあったんだけれども、何かそれに関するもの

でもいいし、ほかの部分があったら、どうぞご意見ください。 

○細見委員 恐らくとった後のものを一時保管されているのがどのぐらい続くのかというのは心

配されている部分があって、これに対して国ももう少しそれなりに努力というか、しているん

ではないかと思うんですけれども、まだいろいろ、福島県内のものは福島県内で対応されると

思いますけれども、宮城県の場合何か県としての方針みたいな、何か出されているんですかね。

この一時保管された土壌をその後どうするか。 
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○須藤座長 宮城県の方針じゃなくて国の方針で、国側で、国の方針に合わせるということが県

の方針なんです。 

○事務局 合わせるといいますか、国が出していただければうちのほうはそれに対応して。 

○須藤座長 国の指示に従って対応するんです。 

○事務局 基準がないのでどうしたらいいかということで、わからないということで今保管をし

ているんですけれども、その処分基準をつくっていただければ処分基準に従った形で県として

取り組む、もしくは市町村と協力をして何らかの処分ができるというようには踏んでいるんで

すけれども。 

○細見委員 私も直接その基準に関わっていないんですけれども、伝え聞くところによると少し

いろいろ議論はされているとは思いますが、仮に決まったとしてその後どうするのかというこ

ともちゃんとあわせて考えておかないと、単に基準だけぽんと出して済まされるわけではない

ので、そういうことも含めて議論されるのではないかと思うんです。 

  いずれにしろ、私としては一時保管されているところの周辺の線量率がどのぐらいなのかと

いう、ほぼ積み上げておけば直接は影響が少ないんだというか、増にはならないですけれども、

そういう情報の提供の仕方もどこか工夫してほしいなというのが。もちろん国にまずこれを基

準とかどの処分の方策を、方針というものを示していただかないといけないんですけれども、

県としては今の状況で、確かに見た目はすごく積まれていたりする場合に非常に景観的にとい

うか、膨大だと思うんですが、放射線の線量からいうとそれほど問題ないんではないかという

ことをちゃんとデータで示してあげるということの努力は必要なのではないかと思います。 

  それから、私もこの例えば課題２のところの室内の線量というものが実は国でも余り測って

いなくて外ばかり、外のほうがもちろん測りやすいというか、なかなか屋内を測るためには了

解を得るとか、幾つか手続が必要なんだと思うんですけれども、実際に地域で住まわれている

方からするとやはり室内の線量をどうやって下げるのかという発想で、今石井先生言われたよ

うに本当に台所が問題だとか、ちょっとその寝ているところがどうなのかとかという発想も僕

は非常に大事なんではないかと。もう一律何とかする、とるばかりではなくて、少し室内の線

量をいかに減らすかというのが今多くの時間は室内にいる、滞留時間が高いために、やはり県

としてそういうところに気配りをしながら対策をとっているというのがわかれば住民の方に対

して貢献されているんではないかと思いますので、ぜひこういう室内線量を下げるためには今

アドバイザーの先生のような形だとか、それから、あるいはやはりもうちょっと経験された方

が次につないでいくというような仕組み、先生１人ではとても足りないので、そういう人を何
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人かつくるための努力というんでしょうか、割と１軒１軒の様子でも多分違ってくると思いま

すので、そういうことをよく経験された人が何人かつくれるような体制が必要なのではないか

と思います。 

○須藤座長 どうもありがとうございました。 

 どうぞ、西村先生。いいですか、もうこれについては。では、石井先生。 

○石井委員 細見先生が言うとおりで、家の中が一番重要です。家の中は０．１１５マイクロシ

ーベルト毎時以下にする必要があります。外は若干０．２３より高くても、付加的被ばく線量

が年間１ミリシーベルトに近い値に持っていければ良いわけです。家の中が一番長くいるわけ

ですので、家の中をどうやって落とすかが重要かと思います。 

○須藤座長 問題は家の中でしょうね。２４時間のうちの３分の２ぐらい家ですよね。 

○石井委員 １軒家で平地に建っている場合は簡単ですが、山の中の場合はほとんど山を背にし

ていて、山の斜面から放射線が来るので、除染の面積は大きくなってしまいます。また家々に

よってその状況は異なるので、これをどのように行っていくか各々の家について解析的に行う

必要があります。 

○須藤座長 ありがとうございます。 

  石塚先生、何かありますか。いいですか。 

○石塚委員 とりあえずございません。 

○須藤座長 それでは、まだもうちょっと議題があるから最後までやりますが、私も宮城県はほ

かに比べて全体的には低いんで、先生おっしゃるように模範的に宮城県が先陣を切ってしまっ

たほうがいいんじゃないかと環境省にも言っているんですけれども、先陣切って模範を示して

しまったほうがいいんじゃないですか。先陣を切れば予算くれますよ、それは当然。なので、

そしてその後ほかの県にそういうものを波及していく。福島県と比較してはいけないですよね、

先生。高いところの何％除去とかと比較したんでは、それは低いところの何％と全然意味が違

いますから、そこはお気を付けいただいたほうが多分よろしいかと。 

○石井委員 福島県も家の中は０．１１５マイクロシーベルト毎時以下に持っていかないとだめ

だと思います。除染して、これだけ減ったからいいというのでは、県民は納得できないと思い

ます。従って、福島県の除染はより徹底して行う必要があると思います。 

○事務局 すみません、ちょっと事務局のほうから。 

  まず、細見先生から言われました仮置き場の状況につきましては、もう逐次町のほうのホー

ムページでそこのところはモニタリングをしていまして、今こういう状況ですよという、それ
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は放射線量での表示をしてございます。置けば全部その分高くなるというだけではなくて、下

に遮水シートを敷いて、掘って遮水シートを敷いて、そこに置いて上をさらに覆土をすること

で外に出てくる放射線を少なくしたりしていますので、現在一番高いところでも０．３９マイ

クロシーベルトぐらいと。通常のところはほとんど０．１を下回るような状況で保管されてお

りますので、そこのほうはご心配いただかなくてもいいのかなと思います。 

  それとあともう１つ、今非常に心強い言葉を石井先生のほうからいただいたので、実際の除

染に当たってどういうような除染だという、そのメニューを具体的に考えて、それでもって環

境省さんと交渉していかなければいけないんだろうと。実際には福島県で認められているメニ

ューとうちで認められているメニューは違うんです。ですので、例えばここの土をとったらい

いじゃないという土がとれないんです。あくまでもその上をほうきで掃くか雑草を取るだけで、

そこまでしかお金は出しませんよということになるので、今先生のほうから実際にそこを見て

例えばどういうような状況であったら、ここをこのようにとれば下がりますというような具体

的なものを持ってやはり交渉していかなくては多分いけないと思うんです。 

  この間実際に、こんなこと言っていいのかどうかわかりませんが、国にこの間言われてきた

のは、要は「福島県でさえこれだけのメニューを使えるのに使わないで済ませているところが

あるんだから、あなたたちも使わなくてもいいでしょう」みたいな言われ方をしてきたんです。

だから、そういうことではなくて、全部にそれを使いたいというわけではなくて、実際に下が

らないところをやはり下げたい。しかも、例えばただ単に道路一本挟んで向こう側は同じこと

やっているのに、こっちの道路の路肩はそれをできないというような状況が往々にしてあるん

です。そして、その地域をそこで見ている人たちが非常にやはり不満がたまりますので、そう

いったところに配慮してほしいということで柔軟な運用で何とか知恵を出していきましょうみ

たいなお話をいただいたものですから、そこのところで先生方のお知恵をお借りしたり、今の

石井先生のありがたいお言葉とかを非常に心強く思いまして、また、実際の除染の具体的な戦

略というものについてはいろいろアドバイスいただければと思った次第でございます。 

○石井委員 除染を行った現場において、「え、ここはこんなにしなくても。ここはやらなくて

はいけないんじゃない」と思うことがあります。やはり、アドバイザーの意見を取り入れた方

がいいと思います。 

○事務局 ありがとうございます。 

○須藤座長 この結論です。この今の結論にしておきます。 
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      ウ 放射線・放射能に係る広報事業の状況 

○須藤座長 それでは、続いて最後に放射線・放射能に係る広報活動、若干広報活動について言

われたんだけれども。 

○事務局 予定された時間も迫ってまいりましたので、簡潔にご説明させていただければと思い

ます。 

  県のほうでは福島第一原発事故の後、３月１６日から電話相談窓口を開設しております。開

設直後、１日最大で２９０件ほどの相談をいただいておりまして、１月末現在までで９，０５

９件の相談がございます。 

  その推移でございますけれども、棒グラフを見ていただくと、最近ですと落ち着きを見せて

おりまして１日当たり平均しますと１．７件程度ということになっております。来ない日もご

ざいます。そういったところで減ってはきているんですけれども、内容を伺っていると放射

線・放射能に関する偏った知識ですとか不安ですとか、そういったところから来る不安、誤解

が根強く残っていると思われる状況がございます。 

  そこで、県といたしましては、ホームページ上で放射能情報サイトみやぎ、こちらを通じま

して測定結果ですとか、放射線・放射能に関する情報を積極的に出していこうということで対

応しております。また、職員が出前講座ということで赴きまして放射線・放射能の基礎的な知

識を教える、また、パンフレットの作成ですとか、こういった取り組みを行っておりますので、

簡単にご説明させていただければと思います。 

  こちらが放射能情報サイトみやぎのホームページになります。こちらでいろいろと測定結果

をわかりやすく示すということで工夫しております。こちらのほうは携帯電話のほうにも対応

しておりまして、さらには外国語の対応もしております。閲覧者数は開設以降１月末現在で４

３万７，０００の閲覧がありますので、かなりご利用いただいているようなサイトなのかなと

思っております。 

  また、出前講座につきましてはこのような地域の集まりの場に赴きまして、実際にその団体

に放射線・放射能の基礎的なこと、県内の状況、そういったことを説明していろいろと放射

線・放射能の基礎的な知識をご理解いただいて、冷静な正しい判断をいただくための取り組み

を行っております。平成２３年度、平成２４年度とかなり多くの申し込みがございまして、最

近は少し落ち着いてございます。昨年度まではどちらかというと不安なので来てほしいという

相談が多かったですけれども、最近ですといろいろと勉強してみたいということで申し込まれ

る方が多いということで、傾向が若干変わってきているような感じになっております。 
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  このようなパンフレットについては、２３、２４、２５年度に作成しておりまして、市町村

で有効に活用していただいているところでございます。 

  また、県政だより、こちらのほうは県内全戸に配付しておりますけれども、こういったもの

を使いまして実際放射線・放射能に関する基礎的な知識の広報も行っております。 

  また、放射線・放射能のセミナー、そして相談会ということで、専門家によるわかりやすい

説明と宮城県の放射線技師会による相談対応ということで開催をしております。２３年度３回、

２４年度７回実施しておりまして、今年度も栗原市が先日終わりまして、これからあと大河原

町、仙台市と合計３回今年度も予定をしているところです。 

  広報用啓発機材として、実際に霧箱という放射線を見ることのできる機器ですとか、あるい

は放射能を測定できるような機器も使いながら広報をしているところです。 

  そのほか、農林水産分野、経済商工観光分野、教育分野において、こういった取り組みが行

われているところでございます。 

  また、国及び関係機関では、環境省、厚生労働省、文部科学省、消費者庁、放射線医学総合

研究所で、研修会が開催されたし、いろいろな副読本が作成されたりしております。 

  今後の対応ということですけれども、電話相談窓口については、落ち着きはありますけれど

も、まだまだ放射線・放射能に関する不安を訴える県民がいらっしゃいますので、引き続き電

話相談窓口の対応を継続する必要があると思っております。正しい知識の普及啓発ということ

でも引き続き取り組んでまいりたいと。また、市町村との連携、こちらのほうも引き続き取り

組んでまいりたいと考えております。 

  簡単ではございますけれども、以上でございます。 

○須藤座長 啓発は大変県民に対する基本なので、このとおり進めていただくということで、ご

質問やご要望あるかもしれませんが、最後の議題が比較的どっちかといえばぜひ皆さんにご相

談なので、ぜひお聞き取りいただきたいので、宮城県における指定廃棄物の最終処分場候補地

の選定について、最初に次長からもお話あったんですが、選定について候補地が挙がっていま

すので、それを説明していただきたいんですが。 

 

    （３）宮城県における指定廃棄物の最終処分場候補地の選定について 

○事務局（渡邊循環型社会推進課技術補佐） 循環型社会推進課、渡邊と申します。 

  資料の４をごらんいただきたいと思います。 

  宮城県における指定廃棄物の最終処分場候補地の選定についてということでご報告をさせて
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いただきたいと思います。 

  先月になりますが、１月２０日に開催されました第５回宮城県指定廃棄物処理促進市町村長

会議におきまして、環境省から最終処分場候補地としての詳細調査を実施する候補地の提示が

あったということでございます。候補地につきましては下の表にございます３地域ということ

でございまして、栗原市の深山嶽、大和町の下原、加美町の田代岳という３地点ということで

ございます。 

  候補地の選定手法等につきましては、それまでの市町村長会議での議論を踏まえまして決定

したというものでございます。具体の選定手順についてご説明をさせていただきます。 

  まず、選定手順と書いてあるところをごらんいただきたいと思いますが、安全等が確保でき

る地域の抽出ということで、自然災害を考慮して避けるべき地域、具体的には地滑りだとか斜

面崩壊とか土石流とか、そういったところを除くと。次に、自然環境を特に保全すべき地域と

いうことで、自然公園なり自然環境保全地域、これを除く。史跡、天然記念物等の保護地域に

ついても除外をするというようなことで除外をいたしまして、次に地域特性に配慮すべき事項

ということで、宮城県の場合には観光への影響を考慮するということでございまして、具体に

は年間入り込み客数５０万人以上の観光地を含む行政区を除いております。そして、除いた上

で利用可能な国有地、県有地で必要面積を確保できるなだらかな地形の土地を抽出したという

ふうなことでございます。 

  実はこの地域というのは１７カ所ございました。この１７カ所について、次のにありますよ

うに、安心等の地域の理解が得られやすい土地ということで、①として生活空間との近接状況、

②として水源との近接状況、そして③自然度ということで、これ植生自然度なんですが、この

３つの観点から見て候補地として望ましい土地を選定していったと。 

  具体的には、アスタリスクの２のところにございますが、まず適性評価というものを行って

います。適性評価は簡単に申しますと、まず①の生活空間であれば離れているのかいないのか、

②の水源、これについても離れているのかいないのかと。③については人の手が加わっている

自然なのかそうでないのかといったような観点からまず振るい掛けをいたしまして、それで８

カ所を選んでございます。さらに、同じ観点で今度は点数付けをして点数の高いところを３カ

所選んだということです。 

 具体には次のページをごらんいただきたいと思います。 

 総合評価結果ということで載せてございます。左側の欄には適性評価の結果選ばれた８地点を

載せてございます。これについて上のほうで①の生活空間との近接状況ということでは、例え
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ばでございますが５，０００メートル超であれば５点、２，０００から４，０００メートルと

いうことであれば４点といったような点数付けをすると。水源との近接状況についても同様で

ございます。自然度につきましては、植生自然度３以下であれば５点、植生自然度が４、５で

あれば４点といったような点数付けを行いまして、その結果といたしましてこの茶色の色が付

いているところの３カ所ということが点が高かったので選定されたということでございます。 

  裏面にはこの３カ所についての地図を載せてございます。ごらんになっていただければと思

います。 

  １枚目に戻っていただきまして、次、２の最終処分場の概要ということでございます。設置

する最終処分場につきましては、雨水や地下水などが敷地内に侵入することを防止するためと

いうことで、二重のコンクリートで囲んだ遮断型処分場、遮断型構造の処分場ということでご

ざいます。これについては長期にわたり国が維持管理を実施するというようなことでございま

す。 

  今後の候補地選定の進め方ということでございますが、候補地の提示を受けたところでござ

いまして、次に国が詳細調査を実施し、それを国の有識者会議において安全性を評価をした上

で最終候補地の１カ所を提示するという予定になってございます。ご承知のように新聞等で報

道されておりますが、関係市町においては反対の意向というのはあることはあるんですが、国

としてはとにかく説明をしたいというようなことを言っておりまして、県といたしましても地

元市町に話を聞いていただくべく調整をしておるといったような状況でございます、 

  簡単ではございますが、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。 

  これについてもご質問もあるかと思います。一応最終的にはこの３つの候補地からさっきの

段取りで１カ所が決まるということになる、国が決める、国の会議で決まるということになる

わけですね。そういうことでよろしいんですね。 

○事務局（渡邊循環型社会推進課技術補佐） はい、国が詳細調査をした結果を国の有識者会議

に諮って、それによって決まるということでございます。 

○須藤座長 どうでしょうか、何かご意見が、石井先生、どうですか。 

○石井委員 最終処分場というともうそこにずっとあるということですが、やはり放射能が低く

ても何か嫌だなという気持ちでしょうか。また、放射能がなくても近くにあると何か嫌だなと

いう、これは、そんな簡単には受け入れられないと思います。 

  最終処分場というものに関して、やはり最終処分場ではなくて、仮置き場又は保管場所とす
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べきと思います。というのは減容化の技術が進めば何箇所かに保管していたものが１箇所にな

り、最終的に東電に返すまでに減容化できることになりますので。現在、この技術の開発を

我々自身行っております。最終処分場という発想は賛成できなくて、やはり減容化技術の開発

とともに、保管の仕方を考えるべきかと思います。 

○須藤座長 言葉が悪いですよね。 

○石井委員 そうですね。減容化を考えると、あくまでも保管という形で、とりあえずここに置

かせてくれという形のほうがいいのではと思います。 

○須藤座長 ありがとうございました。ありますか。どうぞ。 

○石塚委員 今石井先生とほぼ同じことを言いますけれども、原子力発電所から出る高レベル廃

棄物がありますね。それの処分場についての苦い経験のことなんですけれども、当初高レベル

廃棄物というのは人間の環境から完全に隔離しますよという考え方なんです。全く忘れてしま

うということ。例えば海底に入れてしまうとか、あるいは宇宙に放り出してしまうとか、そう

いうものを含めて考えていたんです。それでは人々に受け入れられないということがわかって

きて、それをどうするかというと取り出し可能だからそれでやってみますと。処分して全部忘

れてしまうんではなくて、取り出し可能にするということ、取り出しは英語ではリトリーバブ

ルと言います。 

  つまり、先生の言われるようにこれから技術が発展してくれば、それを取り出してみて別の

方法を、減容するじゃないですけれども、別の方法の可能性をやっていきますよということが

非常に受け入れの中の重要な部分だと思うんです。取り出し可能にしているということと、そ

れからもう１つ言えることは、将来の世代が合意すればこれを完全に閉鎖をしますよと、こう

いう考え方だと思うんです。そんなことも少し参考にしながらお決めになったらどうかなとい

う気がいたします。やはり土地の人はこれ忘れたくないよと言っても忘れられるものじゃない

んで、やはりそこはそういう形にしたほうがいいように思います。 

○須藤座長 ありがとうございます。 

  西村先生、どうですか。 

○西村委員 大体同意見です。ちょっと１つだけ付け加えさせていただきたいのは、今減容され

た量で、少量ですよね。高レベルの廃棄物は。 

○須藤座長 それはそうです。 

○西村委員 それの行き先がきちっと決まって、もういろいろ動くようになるというところがあ

れば多分非常に理解が進む可能性があるんだろうなというふうには思っています。ただ、確か
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に今のようにこの最終処分場と言うと……。 

○須藤座長 これ聞いただけでもう地元だったら、それは抵抗しますよね。 

○事務局 済みません、ちょっと補足説明をさせていただいてよろしいでしょうか。恐らく最終

処分場とだけ言ってしまいましたが、実はここには、実は国有地で２．５ヘクタールというこ

となんですが、最終処分場、これは８，１００平米ぐらいになります。そのほかの土地には仮

設の焼却炉を設けまして、有機物についてはそこで焼却をします。その灰についてその遮断型

処分場に埋め立てるという形になりますので、減容化は図られる、減容化はできる、やれると

いうことになろうかと思います。 

  遮断型処分場でございますので、フレコンパックに入れたまま入れて、土をかけて、またフ

レコンを入れてというふうに４段ぐらいに重ねて、最終的にはコンクリートで遮断をして土を

かけるという形になります。 

○須藤座長 わかりました。かなり石井先生のご意見は含まれている、減容という意味で含まれ

ているということですね。 

○石井委員 燃やして高レベルになったものに何かを入れて固めると体積が増えてしまいます。

この辺を注意しなければなりません。 

○須藤座長 また増えるんですよね。 

○石井委員 そうです。結局燃やした後、その灰が飛散しないようにしなくてはいけませんので、

何か入れるとまた増えてしまう。そうじゃない技術がそのうち出てくると思います。だから、

余り早合点して何かやってしまうというのはいかがかと思います。 

○須藤座長 身動きがとれないように。 

○石井委員 ええ、身動きがとれなくなります。 

○須藤座長 という可能性がありますね。もう少しフレキシブルな考え方を持ったほうがいいで

すね。 

○石井委員 減容化の技術というのはこれからどんどん発達して行くと思います。保管していく

という考えで、最終的にどうするのかということを決めるのはそんなに早まらなくても良いの

では。１０年間程度は技術の進展を期待したい。 

○須藤座長 ありがとうございます。 

  この専門委員会でこの３カ所を決めろと言われたわけじゃないんで、それされたら困ると私

は思っていたんだけれども、そうじゃなくて参考意見も言えばよろしいんで、大ざっぱに言え

ば今５人の先生方は大体似たようなことは思っているんで、これから環境省等とご相談したい、
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地元と相談するときにこういう今の意見を踏まえてやっていただいて進めていただければいい

んで、ここに預けてもらったら困るんで、それはご勘弁いただいて。 

  ということで、よろしいですか。大体予定した時間が来たんで。大体意見の違いはございま

せんでしたので、これをもって、その他がありますけれども、一応時間が来ましたので、これ

をもって本専門委員会議は終了させていただきます。また司会は事務局にお返しします。 

 

   ４．その他 

○事務局 今日いろいろご意見等いただきましたので、今いただいたご意見をいろいろうちのほ

うでも精査しながら、あと個別にまたいろいろお伺いすることも出てくるかと思いますが、そ

のときはいろいろご助言、アドバイス等いただければと思います。あと、石井先生におかれま

してはアドバイザーとして今後何かとうちのほうからいろいろ行くと思いますが、そのときは

ひとつよろしくお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。 

 

 

   ５．閉 会 

○司会 それでは、長時間貴重なご意見をいただきましたので、それを踏まえて課題解決に取り

組んでまいりたいと思います。 

  以上をもちまして、第４回環境審議会放射能対策専門委員会会議を終了させていただきます。

ありがとうございました。 

 


