
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５回宮城県環境審議会 
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日 時：平成２７年２月５日（木曜日） 

    午後２時から午後４時まで 
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-1- 

   １．開 会 

○司会 委員の皆様、本日はお忙しいところご出席をいただきましてありがとうございます。 

  定刻でございます。ただいまから第５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。 

  本会議は６名の委員により構成されておりますが、本日は全員のご出席をいただいております。 

 

   ２．挨 拶 

○司会 それでは、開会に当たりまして、宮城県環境生活部佐野部長より挨拶を申し上げます。 

○佐野環境生活部長 皆さん、こんにちは。本日はご多忙のところ、また遠方からお集まりいた

だきましてありがとうございます。 

  東日本大震災から間もなく４年が経過しようとしておりますが、これまで県庁を挙げて復

旧・復興に取り組んでまいりました。東京電力福島第一原子力発電所事故への対応といたしま

しては、平成２３年１２月に環境審議会に諮問させていただき、放射能対策専門委員の皆様方

のご助言を賜りながら取り組みを進めてきたところでございます。これまでに４回会議を開催

させていただいておりますが、毎回専門的、技術的な知見に基づく貴重なご助言を賜り、まこ

とにありがとうございます。 

  さて、その取り組みを振り返ってみますと、放射線・放射能の測定対策としては、震災後、

津波により原子力センターが被災し、県として放射線・放射能の測定機能を喪失いたしました

が、本日ご出席をいただいております石井先生を初めとする皆様方のご協力をいただきまして、

事故直後から測定を開始することができ、現在では全県的な測定体制と生産、流通、消費の各

段階における測定体制が整備されております。 

  また、除染につきましては、汚染状況重点調査地域に指定された各市町のうち大河原町、七

ヶ宿町、亘理町では計画された除染がおおむね終了し、学校、公園等の子供の生活環境の除染

につきましてもほぼ終了するなど着実に進められておりますが、一方では農林水産物の一部の

品目で出荷制限が継続していることなどから不安を抱く県民への対応が必要であり、また除染

で発生した除去土壌の処分基準がいまだに制定されていないといった課題もございます。 

  本日の放射能対策専門委員会議では、これまで進めてまいりました取り組みについて現状と

課題を整理いたしましたのでご確認をいただきますとともに、今後の取り組みの方向性につい

てご審議をいただきたいと考えております。委員の皆様方におかれましては、忌憚のないご意

見を賜りたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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○司会 それでは、議事に入る前に本日の資料を確認いたします。お手元に次第、座席表、それ

から資料１から４、そして参考資料でございます。なお、資料１から４、参考資料は委員各位

の皆様に事前にお配りをさせていただきましたが、本日は机上の資料をご使用いただきたいと

思います。 

  それでは、議事に入らせていただきます。ここからの議事につきましては、須藤委員に座長

をお願いしたいと思います。須藤委員、よろしくお願いいたします。 

 

   ３．議  事 

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

る測定及び線量低減対策のあり方について 

○須藤座長 かしこまりました。それでは、議事進行に入りますが、一言だけご挨拶申し上げて

議題に入りたいと思います。 

  ただいま佐野部長からもお話しございましたように、放射能の測定の問題とその除染対策の

問題について今までいろいろ議論させていただきましたが、４回やって聞き及ぶところでは大

変順調に行われているということでございますが、今後に向けて、そのあり方について議論を

する必要があると承っております。専門委員会でございますので、我が方の議論をそのまま答

申というわけではございませんが、答申（案）を議論できれば大変ありがたいと思っておりま

す。先生方のご協力をよろしくお願いいたします。 

  本日は、平成２３年１２月２０日付で知事から諮問を受けている案件について、福島第一原

子力発電所事故後の約４年にわたる宮城県の取り組み状況を踏まえ、今後の方向性を審議する

というものでございます。原案は事務局がつくられておりますので、事務局から説明をお願い

申し上げます。座ったままで結構です。 

○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。委員の皆様には、

毎回技術的、専門的見地からのご助言をいただきまして、部長の挨拶にもございましたが、担

当課長といたしましてもこの場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。 

  それでは、本日はこれまでの取り組みと課題について整理いたしましたので、ご確認いただ

きますとともに、今まで会議等でご検討いただきましたものを答申（案）として取りまとめま

したのでご審議いただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、環境審議会への諮問や審議の経過、事故由来の放射性物質による環境汚染への対

処及び答申（案）につきまして、概要として資料１に取りまとめましたので、ご覧いただけれ
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ばと思います。 

  まず、左上にございます環境審議会への諮問でございます。 

  ［諮問の背景］といたしましては、東京電力福島第一原子力発電所事故により、大量の放射

性物質が放出されましたが、県では東日本大震災により放射線・放射能の測定器を喪失したこ

とから、本日ご出席の石井先生を初めとする東北大学のご協力などをいただき、事故直後より

空間放射線量の測定と水道水、農産物などの放射性物質濃度の測定を開始し、その後徐々にで

はありますが、測定機器を調達、測定体制を整備してまいりました。 

  また、２３年８月には放射性物質汚染対処特措法が制定されまして、放射性物質による汚染

の除去などの取り組みが進められることとなりました。これらの取り組みは長期的に取り組ま

ねばならない課題であり、高度な専門性と技術的な知見に基づく意見を県の施策に反映させる

ため、当面の測定体制の強化と除染対策の進め方について、平成２３年１２月２０日に環境審

議会に諮問させていただきました。 

  ［諮問事項］は、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた宮城県内の放射線・放射能

に関する測定及び線量低減対策のあり方についてであり、具体的には放射線・放射能に関する

測定対策のあり方と除染を含む線量低減対策の進め方でございました。資料２として、諮問文

の写しを配付させていただいております。 

  次に、［審議の経過］でございます。宮城県からの諮問に合わせまして、環境審議会に放射

能対策専門委員が設置され、本諮問事項につきまして放射能対策専門委員の皆様方にご審議を

いただくこととなりました。 

  第１回目の会議では、諮問に至る経過をご説明させていただくとともに、宮城県内の放射性

物質の汚染状況といたしまして各種モニタリング結果の概要、また放射性物質汚染対処特措法

に基づく除染といたしまして、今後想定される作業などについてご報告させていただいたとこ

ろでございます。 

  第２回目の会議では、東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策基本方針（案）について

ご審議いだたくとともに、除染実施計画策定に係る課題をご報告させていただき、ご助言を踏

まえまして各市町の除染実施計画が策定されたところでございます。 

  第３回目、第４回目の会議では、放射線・放射能の測定体制が整備され、また除染につきま

しても着実に進んでまいりましたので、測定の実施状況や除染の進捗状況、そして課題などに

ついてご報告をさせていただき、ご意見や助言をいただきました。 

  本日の第５回目の会議では、冒頭でも申しましたとおり、先日事務局で委員の皆様方のご意
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見を伺い、取りまとめました答申（案）につきましてご審議いただきたいと考えております。 

  答申（案）をご説明する前に、宮城県のこれまでの取り組みや現状と課題につきまして、担

当班長からもう少し詳しくご説明させていただき、その後答申（案）をご説明させていただき

たいと考えております。 

  それでは、説明を担当班長の庄子にかわりますので、よろしくお願いいたします。 

○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庄子でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、資料１の右上、事故由来放射性物質による環境汚染への対処をご覧願います。各

項目に記載のページ番号は、もう少し詳しくまとめております資料３のページ番号になってお

ります。本日の説明ではスクリーンを使用させていただきますが、投影する図などにつきまし

ては、主に資料３に掲載しているものでございます。なお、資料３の図などの基礎データにつ

きましては、お手元に配付の参考資料にまとめておりますので、後でご覧いただければと考え

ております。 

  まず、［宮城県内の放射性物質による汚染状況］でございます。資料１で説明させていただ

きます。 

  平成２３年３月１１日に発生いたしました東北地方太平洋沖地震と巨大津波により、東京電

力福島第一原子力発電所は、電源喪失による炉心溶融を起こし、３月１２日から１５日にかけ

て１号機、３号機、４号機で水素爆発が発生し、環境中に大量の放射性物質を放出する事態に

至りました。 

  宮城県内の状況でございますが、事故直後の県及び市町村による定点測定の結果やこの資料１

の図にも示しております文部科学省による航空機モニタリングの結果などから、県南部の一部に

比較的線量の高い地域が、牡鹿半島や県北部の一部でやや高い線量の地域が確認されました。 

  また、東北大学の協力をいただきまして実施いたしました事故直後の放射性物質濃度の測定

結果では、水道水や農産物は当時の食品衛生法の暫定基準値を下回る結果でしたが、牧草や稲

わらでは農林水産省の暫定許容値を超過し、これを供与した牛の肉から暫定規制値を上回る放

射性セシウムが検出されました。一部の農林水産物では現在も出荷制限が継続されているなど、

福島第一原子力発電所事故は県内に大きな影響を及ぼしたところでございます。 

  次に、［環境汚染］への対処でございます。諮問の背景でもご説明させていただきましたが、

事故由来放射性物質による環境汚染について、人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低

減するため、放射性物質汚染対処特措法が平成２３年８月に議員立法により成立いたしました。 
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  その基本方針は平成２３年１１月に閣議決定し、本県のような追加被ばく線量が年間２０ミ

リシーベルト未満の地域については、長期的な目標として追加被ばく線量が年間１ミリシーベ

ルト以下となること。また、平成２５年８月末までの目標として、平成２３年８月末と比べ一

般公衆の年間追加被ばく線量を放射性物質の物理的減衰等も含めて約５０％低減した状態、子

供の年間追加被ばく線量を物理的減衰等も含めて約６０％低減した状態を目指すこととされま

した。 

  国は、長期的目標の達成に向けまして優先的に除染実施計画を策定し、線量に応じたきめ細

かい措置を実施するため、放射性物質汚染対処特措法に基づき、空間放射線量率が毎時０．２

３マイクロシーベルト以上の地域を汚染状況重点調査地域として指定しました。 

  なお、国の長期的目標は、追加被ばく線量年間１ミリシーベルト以下でございますが、追加

被ばく線量を迅速かつ詳細に調査することは困難であることから、国は追加被ばく線量年間１

ミリシーベルトを安全側の仮定に立った推計式、いわゆる屋外に８時間、そして屋内に１６時

間いた場合の推計式になりますけれども、これに基づきまして空間放射量率に換算した値であ

る毎時０．２３マイクロシーベルトを汚染状況重点調査地域に指定する際の判断基準としてお

ります。この汚染状況重点調査地域は、県内９つの市町において指定され、このうち石巻市を

除く８市町において除染実施計画を策定し、除染が進められることとなりました。石巻市につ

きましては、線量の高い地域が生活環境ではなく、牡鹿半島の山間部であったことから、直ち

には除染実施計画を策定しませんでしたが、その後測定の結果、指定地域内の平均的な空間放

射線量率が毎時０．２３マイクロシーベルト未満となっていることが確認されたことから、平

成２５年６月に指定が解除されております。 

  次に、これらの状況を踏まえました宮城県の事故被害への取り組みでございます。 

  県では、県内の産業界や消費団体、有識者、自治体などで構成する宮城県民会議の構成団体

や本日ご出席の放射能対策専門委員の先生方からもご意見を伺い、平成２４年１月に東京電力

福島第一原子力発電所事故被害対策基本方針を策定いたしました。この基本方針において、県

は「震災以前の安全・安心なみやぎの再生～年間１ミリシーベルト以下の県土づくり～」を目

標に掲げ、５年以内、実際には平成２８年８月末までとなりますが、目標の達成を目指して７

つの個別取組方針を定め、取り組みを進めているところでございます。 

  その個別取組方針の７項目は、１、放射線・放射能の監視測定、２、健康不安への配慮、３、

汚染被害の拡大防止、４、放射線量低減化対策、５、汚染物・廃棄物の処理、６、損害への対

応及び７、正しい知識の普及啓発でございます。これらの個別取り組み方針のうち、放射線・
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放射能の監視測定、放射線量低減化対策につきましては、諮問事項といたしまして環境審議会

に諮問させていただき、関連する正しい知識の普及啓発とあわせまして、放射能対策専門委員

の先生方にご報告させていただき、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

ざいます。 

  次に、宮城県のこれまでの取り組みについてご説明させていただき、現状と課題を整理させ

ていただきたいと思います。 

  資料１の裏面をご覧いただきたいと思います。 

  まず、上段の１、放射線・放射能に関する測定対策、左側のこれまでの取り組みでございます。 

  初めに、［測定への対応］でございますが、県は事故由来放射性物質での環境汚染に対処す

るため、放射線・放射能の測定機器の整備を進めてまいりました。具体的な整備状況につきま

しては、スクリーンをご覧願います。 

  この表は資料３の４ページに掲載している表２と同じものでございますが、県は空間放射線

の測定につきまして、県内の全域にモニタリングポストを４０基設置するとともに、地域の実

情に応じてきめ細かに測定することができるよう、市町村や県の関係機関に放射線測定器の配

備を進めてまいりました。また、放射性物質の測定器につきましては、スクリーニング検査用

の簡易型の放射能測定器と精密検査用のゲルマニウム半導体検出器を整備するとともに、住民

が家庭菜園などで育てた食材などの検査にも対応できるよう、市町村への簡易型の放射能測定

器を整備してまいりました。県による測定機器の配備に加えまして、市町村のほうでも独自に

測定機器の整備が行われております。例えばモニタリングポストでありますと、丸森町で１１

基設置しております。また、ゲルマニウム半導体検出器は仙台市と気仙沼市で計４台、そして

簡易型の放射能測定器につきましては、全県的に１１８台が整備されました。このような測定

体制を活用し、県では宮城県放射線・放射能測定実施計画を策定し、県内で実施される放射

線・放射能測定体系を県民に示しながら計画的に実施しております。この図は測定体系をまと

めたものでございます。資料３の４ページに掲載している図４と同じものでございます。 

  測定項目の取り組みにつきましては、資料３の５から６ページに記載させていただいており

ますが、要約したものをスクリーンに投影し、こちらでご説明させていただきます。 

  まず、空間放射線量の測定のうち、一般環境でございます。平成２３年３月１４日より県南

部を中心にモニタリングカーとサーベイメーターによる測定を、東北電力の協力をいただきな

がら測定を開始したところでございます。７月には市町村への簡易型の放射線測定器の配備が

完了し、県内全市町村における役場等における定点測定が開始されたところでございます。そ
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の後、平成２４年４月よりモニタリングポストによる常時監視が開始され、測定結果のリアル

タイム公表が始まったところでございます。そして、市町村に配備した放射線測定器によりま

して、住民のニーズに応じて随時測定も行われているところでございます。 

  また、国が実施する航空機モニタリングですとか走行サーベイ、こちらは自動車に測定器を

搭載して走行しながら測定する調査でございますけれども、こういったものに協力するなど県

内の状況の把握に努めているところでございます。 

  次に、学校、幼稚園、保育所等の校庭・園庭等の測定でございます。子供の生活環境の安全

を確認するため、平成２３年度より校庭・園庭等の空間放射線量の測定を開始しておりまして、

平成２４年度以降も継続して実施しているところでございます。そのほか、県民が利用する施

設等といたしまして、県管理の都市公園、海水浴場、スキー場の測定を実施しており、また産

業活動に伴う環境や物といたしまして、工業製品の表面線量率ですとか、港湾区域の空間放射

線量の測定を実施しているところでございます。 

  次に、放射性物質濃度の測定でございます。 

  県は放射能測定器につきましても震災により喪失いたしましたので、本日ご出席をいただい

ております石井先生にご調整をいただきまして、東北大学のご協力をいただきまして、水道水

や農産物の測定を開始したところでございます。その後、県では放射能測定器の整備を進め、

平成２４年１月上旬までに簡易型と精密型の放射能測定器による測定体制を構築したところで

ございます。 

  食べ物・飲み物のうち水道水につきましては、その安全性を確認するため、県と水道事業体

設置の市町村におきまして、水道原水と水道水の測定を定期的に実施しているところでござい

ます。 

  食品につきましては、食品衛生法に基づく基準値を超過した食品が流通しないよう、生産段

階、流通段階、消費段階の各段階における測定を実施し、基準値を超過した食品については国

が出荷制限を指示しているほか、県でも出荷自粛を要請しているところでございます。自然環

境で採取、捕獲するものといたしましては、県が配備した測定機器によりまして、住民が採取

した山菜類、自家栽培野菜などの測定が実施されておりまして、県としても市町村職員への研

修会を開催するなど市町村への技術的なサポートを行っているところでございます。 

  食べ物を育む環境といたしましては、農用地土壌、きのこの原木、海域試料などの測定を実

施しているところでございます。 

  そのほか一般環境といたしましては、降下物ですとか、公共用水域の水質などの測定を、そ
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して県民が利用する施設といたしましては学校のプール水、海水浴場の海水、スキー場の雪な

どの測定を、そして産業活動に伴う環境や物といたしましては、下水道汚泥ですとか、浄水発

生土などの測定を実施しているところでございます。 

  それでは、資料１にお戻りいただきたいと思います。 

  次に、［広報への対応］でございますけれども、事故直後から開始したこれらの測定結果に

つきましては、速やかに公表を行ったところでございますが、当時はテレビあるいはインター

ネットなどによりさまざまな情報が伝えられ、当時は放射線・放射能に関する知識が十分に普

及していたとは言えない状況であったことから、県民が不安を抱くこととなりました。県では、

正確かつ迅速な情報発信に努めるとともに、これらの情報を冷静に判断し行動することができ

るよう、正しい知識の普及啓発に取り組んでいるところでございます。 

  次に、上段の右側の現状と課題でございます。 

  ［空間放射線量の測定］につきましては、航空機モニタリングの結果で空間放射線量の高い

範囲は縮小の傾向にありまして、モニタリングポストの結果でも空間放射線量の低下が確認さ

れております。また、学校校庭等の測定結果でも、平成２５年度以降、毎時０．２３マイクロ

シーベルト以上の施設はゼロとなっております。 

  施設の測定結果の状況につきましては、スクリーンをご覧いただきたいと思います。 

  こちらは航空機モニタリングによる測定結果でございます。県南部の薄い緑色のところ、あ

るいは牡鹿半島の水色の部分、県北部の水色の部分、こういったところが減少している傾向が

わかるかと思います。 

  続きまして、こちらの表は資料３の７ページにも掲載している表３と同じものでございます

けれども、モニタリングポストによる測定結果では、設置当初の平成２４年４月と比較いたし

まして、全てのモニタリングポストで空間放射線量率が低下しているような状況となっており

ます。 

  この表と図につきましては、資料３の７ページに掲載している表４、そして図５と同じもの

でございます。学校、幼稚園、保育所等の校庭・園庭等の測定結果では、平成２３年度は毎時

０．２３マイクロシーベルト以上の施設が１６４施設と全体の１０％の施設数がございました

が、学校等の除染を優先させたことなどから、平成２５年度以降はゼロ施設となっております。 

  また、県内の最大値と平均値を見ましても低下の傾向が見られております。 

  資料１にお戻りいただきたいと思います。 

  以上の状況をまとめますと、除染の実施ですとか放射性物質の物理的減衰等によりまして、
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県内の空間放射線量は低下している状況にございます。 

  次に、［放射性物質濃度の測定］でございます。食べ物、飲み物のうち、水道水は国が定め

る管理目標値、こちらは１キログラム当たり１０ベクレルとなっておりますけれども、この管

理目標値以下となっておりまして、農林水産物では水産物などの一部の食品で基準値の超過が

見られておりますが、基準値を超過する食品の割合は年ごとに減少している傾向がございます。 

  農林水産物の検査の実施状況につきまして、スクリーンに投影させていただきたいと思います。 

  この表は資料３の８ページに掲載している表５のうち、農林水産物の結果を抜粋したもので

ございます。網がけをしている件数が基準値を超過した件数となっております。全体といたし

ましては年ごとに超過している件数が少なくなっている傾向が見られております。しかしなが

ら、林産物ですとか水産物につきましては、今年度の測定におきましても、いまだに基準値を

超過するものが見られております。 

  こちらの表は資料３の９ページに掲載している表６と同じものになりますけれども、平成２

６年１２月末現在で原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限指示が出ているものでござい

ます。そして、県からの出荷自粛の要請が出ているものでございます。現在の状況といたしま

しては、牛肉、米、そして露地栽培の原木シイタケですとかタラノメ、そういったものを含め

まして１７品目が対象となっております。また、県のほうでは原木ムキタケですとか施設栽培

の原木シイタケ、天然ウナギ、天然イワナなど、こういった七つの品目で出荷自粛の要請を行

っているところでございます。 

  資料１にお戻りいただきたいと思います。 

  また、放射性物質濃度のうち、食べ物を育む環境といたしまして国などが海洋モニタリング

を実施しておりまして、平成２６年度の放射性セシウムの測定値では海水ですと０．００１０

から０．０２６ベクレル、海底土になりますと、乾土１キログラム当たり３．６から９７ベク

レルとなっております。 

  一般環境といたしまして、国が公共用水域、そして地下水のモニタリングを実施しておりま

すが、水質につきましては、平成２５年度以降の放射性セシウムが不検出、そして検出下限値

は１リットル当たり２ベクレルとなっておりまして、全て不検出と。そして、底質につきまし

てはばらつきが見られるものの、減少傾向で推移しているという評価でございます。 

  これらの放射性物質濃度につきましては、放射性セシウム等のガンマ線放出核種を中心に行

われておりますが、ガンマ線放出核種以外の核種につきましても国のほうで調査が実施されて

おりますので、少し紹介させていただきたいと思います。再びスライドをご覧いただきたいと
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思います。 

  代表的な核種といたしまして、ストロンチウムの測定状況につきまして資料３の１０ページ

に記載させていただいておりますが、要約したものをスクリーンに投影して説明させていただ

きたいと思います。 

  平成２３年度に実施された文部科学省によるストロンチウムの核種分析結果では、本県の白

石市におきまして、事故後約３カ月の平成２３年６月に採取した土壌から、半減期が約５０日

のストロンチウム８９が１平方メートル当たり１，１００ベクレル検出されておりまして、今

回の事故に伴って新たに沈着したと思われるという考察がされております。 

  ストロンチウム９０の測定結果につきましては、調査地点の全てにおいて過去の測定範囲で

あったということでございました。 

  この結果を踏まえまして、国では最高値が検出された箇所に仮に５０年間滞在した場合に生

じる土壌の再浮遊に伴う吸入被ばくや土壌からの外部被ばく線量の積算値を評価したところ、

放射性セシウムと比較して非常に小さいことから、今後の被ばく線量評価や除染対策におきま

しては、放射性セシウムの沈着量に注目することが重要ということで評価しております。 

  なお、ストロンチウム９０につきましては、宮城県及び東北電力が女川原子力発電所周辺の

環境放射能調査の一環といたしまして環境試料の測定を実施しているほか、国などにより水産

物公共用水域における水生生物、そして降下物等の測定が行われているところでございます。

県と東北電力が実施いたしましたストロンチウムの測定結果では、松やアラメなどの環境試料

から過去の測定値を上回る値が検出され、女川原子力発電所環境保全監視協議会におきまして、

福島第一原子力発電所の影響と考える旨、評価をされているところでございます。こういった

調査を踏まえまして、引き続きストロンチウム９０の測定結果についても注視してまいりたい

と考えております。 

  資料１にお戻りいただきたいと思います。 

  次に、［測定結果等の正確な情報発信と正しい知識の普及啓発］でございます。放射線・放

射能に関する測定につきましては一元化し、「放射能情報サイトみやぎ」において正確にかつ

迅速に提供しております。平成２３年９月の開設以降のアクセス数は約１００万件となってお

りまして、平均しますと１日当たり約８４０件のアクセスがございます。 

  これらの放射線・放射能に関する情報について県民一人一人が冷静に判断し行動することが

できるよう、県民を対象といたしました放射線・放射能に関するセミナーの開催や放射線・放

射能に関する基礎知識などを解説する出前講座を設け、申し込みのあった団体へ県職員を派遣
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するなど正しい知識の普及啓発に努めているところでございます。こうした取り組みを行いま

して、現在では県が開設した電話相談窓口への相談件数や出前講座の依頼件数は減少の傾向を

見せております。 

  再びスクリーンをお願いしたいと思います。 

  こちらの図は資料３の１１ページに掲載している図７と同じものでございますけれども、電

話相談窓口への相談件数の推移でございます。開設した平成２２年度につきましては、３月１

６日からの１６日間になりますけれども、相談件数は２，８４４件、１日平均１７８件ござい

ました。その後、相談件数は徐々に低下を見せておりまして、今年度でありますと１２月末現

在の集計となりますけれども２０５件、１日平均１．１件の依頼ということになっております。 

  こちらのほうは出前講座の依頼件数になります。資料３の１２ページに掲載している表７と

同じものになりますけれども、平成２３年度は１０月１日から始めておりますけれども、申し

込みがあった団体、２３団体に対して１，８１５名に対して説明を行っております。また、平

成２４年度は５９件の依頼がありまして、２，７６１人に対して放射線・放射能の基礎知識の

解説などを行っております。平成２３年度、平成２４年度につきましては、ほぼ毎週のように

県民のところに出向きまして放射線・放射能の基礎について解説したところでございますが、

平成２６年度、今年度につきましては１２月末現在で２件、２２名の方に説明をしているとい

う状況となっております。 

  資料１にお戻りいただきたいと思います。 

  以上を総括させていただきますと、県民の不安は収束傾向にあると考えられますが、いまだ

に不安を抱く県民がいるという状況にあると考えられるところでございます。 

  続きまして、下段の２、除染を含む線量低減対策、左側のこれまでの取り組みでございます。

除染は放射性物質汚染対処特措法によりまして、国、県、市町村が実施することとされました

けれども、専門的な知識が必要とされることから、除染を円滑に推進するため、こちらの下の

ような図の推進体制を整備いたしました。 

  図の中央、上になりますけれども、宮城県では平成２３年１２月２１日に除染支援チームを

設置いたしまして、各市町への除染の実施計画の策定への協力、あるいは国との連絡調整、そ

して住民説明会の参加などの支援を行っているところでございます。 

  図の左上側になりますけれども、平成２４年２月２２日には本日ご出席をいだたいておりま

す石井先生に除染アドバイザーにご就任をいただきまして、除染研修会の講師ですとか線量低

減対策への助言などをいただいているところでございます。 
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  図の中央、ブルーのところになりますけれども、平成２３年１２月２６日には除染対策連絡

調整会議を設置いたしまして、現在では幹事会、担当者会議などを通じまして、県と指定市町

の間で相互に情報共有を図っているところでございます。 

  このほか、指定市町の担当職員の除染作業の実務に関する基礎知識の習得を目的といたしま

して、先進自治体職員による講話などの除染研修会を開催しているところでございます。 

  一方、県立学校等の県有施設につきましては県が除染を実施することとされております。除

染の実施時期や除染手法などにつきまして、関係市町の除染実施計画に基づきまして調整を図

りながら実施しているところでございます。 

  また、地表から１メートルの高さの空間放射線量率が周辺より毎時１マイクロシーベルト以

上高い、いわゆるマイクロホットスポットと呼ばれる局所的汚染への対処につきましては、国

のほうでガイドラインを策定し、簡易な除染等を行うとしているところでございます。汚染状

況重点調査地域指定市町以外の市町村にも存在する可能性がありますことから、県といたしま

しては市町村に対し空間放射線量の確認を目的とした放射線測定器を配備しているところでご

ざいます。 

  次に、下段の右側の現状と課題でございます。 

  県内の汚染状況重点調査地域指定市町では、除染実施計画に基づきまして着実に除染が進め

られております。七ヶ宿町、大河原町、亘理町につきましては計画された除染がおおむね終了

し、白石市、角田市、栗原市、丸森町、山元町では現在も除染が進められているところでござ

います。 

  施設状況の進捗状況につきましては、資料１にもございますけれども、スクリーンのほうで

ご説明させていただきたいと思います。 

  この表は資料３の１５ページに記載しているものと同じでございます。各市町では子供の生

活環境から優先して除染を実施いたしまして、このように学校、保育園では１２月末で１０

０％の除染終了となっております。また、公園等につきましてもほぼ終了しているところでご

ざいます。公共施設につきましてもほぼ終了しているところでございまして、今後の除染の対

象の中心といたしましては、住宅、道路といったところに移ってまいります。 

  こちらの表は資料３の１５ページにも掲載している表１０と同じものでございますけれども、

県内では除染対象施設の空間放射線量率を毎時０．２３マイクロシーベルト未満とすることを

目指しまして除染を進めております。除染実施後の空間放射線量率を見ますと、おおむね順調

に進んでいるという状況にございます。 
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  ただ、除染は国の補助金を財源として進められておりますので、一部その除染につきまして

は、子供の生活環境とそれ以外の部分で実施できる除染手法に制約がございます。そういった

ところで除染を進めていったところ、福島県境に接した比較的線量の高い地域の住宅除染では

国の補助対象となる除染手法では十分な線量低減効果が得られない事例が確認されましたので、

県、白石市、丸森町で国に要望を行いました。その結果、国による財政支援が得られまして、

より線量低減効果の高い手法、覆土、客土、そういった手法によりまして除染が進められるこ

ととなっております。 

  また、マイクロホットスポットへの対応でございますけれども、これまでにマイクロホット

スポットを確認したとの報告はありません。しかし、県民の不安へ対応するために測定器の配

備等のマイクロホットスポット対策は当面継続する必要があるのではないかと考えられます。 

  次に、森林や河川、湖沼の除染につきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

  諮問当初、専門委員会議の場におきまして、国から方針が示されていないということで課題

として報告させていただいておりましたが、その後本日ご出席の細見先生も委員となっており

ます国の環境回復検討会におきまして検討されてまいりましたので、簡単にご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

  こちらは資料３の１６ページに記載させていただいたものを要約したものでございます。森

林の除染につきましては、住宅周辺のいぐね等の生活圏隣接の森林を対象に、林縁から２０メ

ートルの範囲内を除染するということにされました。丸森町では住宅除染とあわせて除染が進

められているところでございます。ほだ場等の作業者が日常立ち入る森林につきましても除染

対象とされましたが、これ以外の森林につきましては、当面積極的な除染を実施せず、流出、

拡散に係る実態把握を行ない、その結果を踏まえて検討することとされました。 

  また、河川、湖沼につきましては、河川敷に設置された公園など一般公衆の活動が多い場所

につきまして、空間放射線量を踏まえまして、必要に応じて除染を行うこととされました。な

お、河川、湖沼そのものに関しましては、水そのものによる遮へい効果がありまして、周辺の

空間放射線量への寄与が極めて低いことから、除染は実施せずにモニタリング等を継続するこ

ととされました。 

  そのままスライドでご説明をさせていただければと思いますが、資料１には記載はございま

せんけれども、国が放射性物質汚染対処得措法の基本方針におきまして、平成２５年８月末ま

での目標の達成状況について、国の環境回復検討会で評価が行われておりますので簡単にご説

明させていただきたいと思います。こちらのスライドは、資料３の１６ページにも記載してい
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る表１１と同じものでございます。 

  国では、平成２５年８月末までに除染を実施した１２，０００の施設等における約１２３，

０００の測定点から年間追加被ばく線量を推計し、目標を達成したと評価しております。年間

追加被ばく線量の低減率につきましては、全国で一般公衆が６２％、子供が６４％ということ

で目標を達成したということでございます。宮城県内の各市町の達成状況につきましても、各

市町とも目標は達成しているという評価が行われたところでございます。 

  資料１にお戻りいただきたいと思います。 

  次に、［除去土壌の保管及び処分の状況］でございます。除染に伴いまして、県内では約１

５，０００立方メートルの除去土壌が発生しております。除去土壌の処分基準は制定されてい

ないため、処理の見通しが立たないことへの不安感から仮置き場の設置が困難な状況となって

おります。県内の仮置き場の設置数は２６カ所になっておりますけれども、除去土壌の大半は

除染を実施した現場の地中に放射性物質汚染対処特措法及び除染関係ガイドラインに基づきま

して、適正に保管されているところでございます。 

  除去土壌の保管例につきまして、再びスクリーンをご覧いただきたいと思います。こちらは

資料３の１７ページにも掲載している図１０のうち、これは地下への現場保管の例を示したも

のでございます。図のように遮水シートを敷設いたしまして、その上に３０センチメートル以

上の盛り土を施工しております。この盛り土厚が３０センチ以上の場合につきましては、生活

圏との隔離がゼロメートルということで、現場のほうでは３０センチメートル以上の盛り土が

確保されて地下へ保管されておりますので、地上でも生活が行われているというような状況で

ございます。 

  続きまして、こちらは仮置き場の保管例を示したものでございます。除染関係ガイドライン

に基づきまして、同じように３０センチメートル以上の盛り土を設けまして、周囲には雨水排

水溝を設けまして、さらに地下水中の放射性物質監視のための井戸も設けまして監視が行われ

ているところでございます。 

  参考までに、これは実際の仮置き場の写真でございまして、外周に設置された柵ですとか排

水口、そして地下水の放射性物質の監視用の井戸でございます。 

  こちらは別の町になりますけれども、仮置き場の搬入前から実際に各現場で除去土場等を容

器に詰めて、搬入して、そして搬入した後に盛り土をして、遮水シートを敷いて搬入完了とい

った一連の流れを示した写真でございます。このような形で現場では適正に保管されていると

いうような状況となっております。 
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  資料１にお戻りいただきたいと思います。 

  除去土壌の処分基準が制定されていないことにつきまして、今後の円滑な除染に支障を来す

おそれがありますことから、県といたしましては、国に対して除去土壌の処分基準を定める省

令の早期提示を求めるとともに、その最終処分先の確保について、国が主体的に責任を持って

対応するよう求めているところでございます。 

  私からの説明は以上となります。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） それでは、宮城県のこれまでの取り組みと現状と課題に

つきまして、今担当班長よりご説明させていただきました。これらの課題に対しまして、今ま

で会議等でご検討いただきましたものを答申（案）として取りまとめましたので、ご説明させ

ていただきます。取りまとめました答申（案）は資料４になってございます。ちなみに、この

資料４の裏面（別紙）と書いてございますけれども、裏面のほうにその詳しい内容を書かせて

いただいております。この場では、資料１の残りました右下の部分を使いまして概要を取りま

とめておりますので、そちらを用いてご説明させていただきます。 

  資料１の表面、右下のほうになります答申（案）をご覧いただきたいと思います。 

  ［放射線・放射能の測定対策のあり方］でございます。 

  これまでの取り組みにより、全県的な測定体制や生産・流通、そして消費の各段階におけま

す測定体制が構築され、流通食品の安全性に対する県民の一定の理解が得られるなど、これま

での宮城県の取り組みは妥当であったと評価できるとさせていただいております。また、県民

の不安は収束傾向が見られ、県による正しい知識の普及啓発への取り組みは一定の成果があっ

たと認められると、これもさせていただきました。現状といたしましては、一部の食品におい

て現在も出荷制限指示が継続されているほか、いまだに不安を抱く県民もおり、今後も対応が

必要であるというようにさせていただいております。 

  今後の方向性でございますけれども、方向性といたしましては、これまでに構築した測定体

制を活用し、今後も県民目線に立ったきめ細かな測定を継続するとともに、正確でわかりやす

い情報発信により県民の不安払拭に努める必要があると思われます。 

  続きまして、［除染を含む線量低減対策の進め方］でございます。 

  これまでの取り組みにより、子供の生活環境の除染がおおむね終了するなど、指定市町によ

る除染は着実に進められており、除染後の空間放射線量率も目標とする毎時０．２３マイクロ

シーベルトをおおむね満足するなど宮城県の取り組みは妥当であったと評価できるとさせてい

ただいております。現状といたしましては、住宅などの除染は継続しており、また、処分基準
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制定後には除去土壌を適切に処分する必要があります。 

  今後の方向性といたしましては、今後も指定市町への除染が円滑に推進されるよう支援する

とともに、除去土壌の処分については、国に対し処分基準の早期制定を強く要望する必要があ

るものと思われます。また、測定機器の配備等のマイクロホットスポット対策を当面継続し、

県民の不安に対応することが適当であると思われる。なお、宮城県では、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基づき取り組みを推進しておりますことから、取り組みの

効果については適宜検証するとともに、適切に対応されたいとさせていただいております。 

  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

○須藤座長 どうも非常によく説明いただきましてありがとうございました。 

  非常に詳細にモニタリングの問題、汚染除去対策の問題、この３年分について細かく説明し

ていただいた後、結論としてただいま課長のほうから、一定の成果があったということで、特

に大きな問題はないという結論を出していただいて、しかし今後残されている課題もいくつか

あるということでございます。 

  先生方、一通りこの辺のことは全てご存じだと思いますけれども、名簿の順でご意見なり、

あるいは、ここは違うんじゃないのということがあるかもしれませんので、お話を伺いたいと

思います。名簿の順で石井先生からいきましょうか。先生には、大変お力添えをいただいてあ

りがとうございます。 

○石井委員 それでは、ちょっと質問なんですけども、資料３の放射線・放射能に関する測定対

策ということで、放射性物質濃度の測定器というのですか。そこの丸がついている３番目を見

ますと、公共用水域の水質は平成２５年度以降不検出と。ベクレルパーリットルとあるんです

けれども、これはどこのデータですか。 

○須藤座長 庄子班長、どうぞ。 

○事務局（庄子原子力安全対策課放射性物質汚染対策班長） こちらのほうは環境省が実施して

おります公共用水域のモニタリング結果でございます。宮城県内ですと河川、湖沼、海域にお

きまして、水質と底質、そういった測定結果を示したものでございまして、検出下限値につき

ましては、それぞれセシウム１３４、１３７を１ベクレルパーリットルとしているところでご

ざいます。放射性セシウムにつきましては、平成２４年度まで、公共用水域におきまして検出

されたことがございましたけれども、それ以降検出されてはいないということで、そのように

まとめさせていただきました。 

○石井委員 現実の値は、例えば我々のところに持ってくる水道水の水源地、水が週に２回ぐら
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い、１０自治体から来ているんですけれども。 

○須藤座長 超えるでしょう、あるんでしょう。 

○石井委員 ええ。我々が測ると０．３とか０．２とか低いです。１ベクレル以下なんです。不

検出なんですよ。２ベクレルというのは１０倍もでっかい数字になっちゃうので、本当かなと

いうのがあって、現状はもっと安心……。 

○須藤座長 ですね、そしたらね。 

○石井委員 そういった数値をどこかで、何か別なところでもいいんですけど、県も測っていま

すよね。そうすると大体検出限界０．３、それは根気よく測っているかどうかの問題ですけれ

ども。うちのほうでは２、３時間測って、やっと０．３ぐらいの検出限界ですけれども、１０

分ぐらいですと２ベクレルくらいになる。実際は、この２年間ぐらい０．３超えたということ

はないんですよ。だから、ある意味では宮城県の水質というのは、水源地ですけど、すごい安

心だよというのをアピールするほうがいいかなと思って、すなわち独自で測った数値を出した

ほうがいいかなと思いました。 

○須藤座長 ありがとうございます。 

〇事務局（安倍環境生活部次長）先生、よろしいでしょうか。 

○石井委員 はい。 

〇事務局（安倍環境生活部次長）今の件の補足なんですけれども、環境省のほうで持っている海

水浴場の水質の基準が１０ベクレルとございまして、その１０分の１ということで１ベクレル

までの検出限界で測定しております。県内５０カ所ぐらいですかね、四半期に１回測定してお

りまして、検出されたのが、平成２３年１０月からずっと四半期ごとに測っておりますけれど

も、２回だけなんです。具体的には、平成２３年かな、白石の馬牛沼というのがございます。

あそこで３ベクレルぐらい一度出ました。それと、阿武隈川の江尻橋の地点でかなり浅瀬にな

っていて、砂の瀬がたまっているような場所なんですけれども、そこで７ベクレルというのが

出ました。そのほかの七ヶ宿ダムとか、そういった底質からは出ますけれども、水質からは１

回も検出されておりません。たまたま検出されたときに、馬牛沼というのは非常に濁っており

ますし、江尻のところは流れが弱いので、一粒入れば多分出ることがあるのかなと。 

○石井委員 今言ったのは、普通の川とかそういったことではなくて、県民の糧となっている水

道水がどのぐらいかということです。それが０．３ベクレル以下なんですよ。又は０．２ベク

レル以下なんですよと書いたほうがいいんじゃないということです。みんなが飲んでいる水な

わけですから。 
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○須藤座長 ただ、ここはほかのところのすり合わせもあるので、公共用水域の水測定結果とし

て出したんでしょう。そういうことですよね。だから、また別にそこの項目を、先生おっしゃ

るように、水道原水で宮城県のデータではこうだと言っていただいてもよくないんですかね。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 今座長に言っていただきましたように、水道水ということ

で一番最初の丸に項目を起こさせていただいておりますので、結果として水道水そのものはろ過

後のものでございまして、それは問題ないとしましても、水道の原水についても、今先生からご

助言いただきましたような結果をあわせて記載させていただきまして、状況としては非常に落ち

着いて、安心して飲んでいただけるというような記載になるように対応したいと思います。 

○石井委員 水道水はフィルターかけるから、当然ないんですよね。空間線量が結構高かったと

きもないですね。 

○須藤座長 先生ところに持ってくるのは、原水のままでしょう。 

○石井委員 原水のままです。 

○須藤座長 そうでしょう、はい。 

○石井委員 だから、原水の中にセシウムが無くなってきているの。つまり、宮城県が採取して

いるところの回りが、汚染が無くなっているということを伝える。このため、水道水は安全で

すよ、更にフィルター通しているからもっと安全ですよ、ということになります。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） その辺の記載も含めて検討させていただき、先生のご意

見を盛り込むような方向で調整をさせていただきたいと思います。 

○須藤座長 どうぞ続けてやってください、先生あればね、いいですか。もう一つ。 

○石井委員 もう一つ、よろしいでしょうか。 

  汚染土壌を集めて保管しているわけですが、実は泥を測ったかどうか知らないですけど、セ

シウム１３４がもう４分の１になっているんです。ベクレルでいうと、例えば８，０００ベク

レルあったものが約５，０００ベクレルになっているんですね。それが人体に与える影響は小

さくて、セシウム１３４からガンマ線が２本出ていたわけですから、その寄与が４分の１にな

ったわけなので、空間線量も半分に減っているんですね。 

  このため，今、保管してある土が、本当に全部集めなくてはいけないものなのかどうか、ま

た、集めなくてもいいようなものがあるのではと思います。特に宮城県の場合、保管してある

汚染土壌で高いのと低いのがあり、低いのはそのままでもいいかなというものもある。さらに、

実は汚染土壌を水でさっと洗って、泥だけとって固めてしまえば、洗った土は放射能が下がる

のでもとに戻してよく、汚染土の体積は１０分の１ぐらいになってしまいます。このように、
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いろんな工夫が宮城県の場合にはできるだろうと思っています。その辺を真剣にやるかどうか、

まあ、面倒くさいからそのままにしてというのもあるのですが、そのままにしてというのも、

測ってみると確かにそのままにしていてもいいというのもあるんですね。１度ちゃんと測って

みたらどうでしょうか。上に盛り土してあったら、引っぱがして測ってみると、意外と低い場

合もあるかもしれません。 

○須藤座長 多分そうでしょうね、はい。 

○石井委員 その辺もやっぱり調べてみる必要がある。 

○須藤座長 ただ、さっきの庄子さんのご説明ですと、これは環境省、国の仕事なので、そこへ

集めるために待っているんだというように受け取れたんですが、そうなんですよね。今のよう

なことでもいいですか、そういうご意見が多かったら。どうぞ。 

○事務局（庄子原子力安全対策課放射性物質汚染対策班長） 今須藤座長がおっしゃったのは、

いわゆる汚染土壌の中間貯蔵施設のことをおっしゃったのかなと思いますけれども、宮城県内

の除去土壌につきましては、汚染対処特措法に基づきまして、いずれ処理をしなければいけな

いものという位置づけになっております。これについては、中間貯蔵施設で保管するのではな

くて直接処理をする形になるのですが、その処分基準がまだ決まっていないので、その基準が

出るまで保管するという形になっておりまして、それを現場保管もしくは仮置き場での保管と

いう形でやられております。ですので、位置づけといたしましては、基準が出るまで保管をし

ておくと。基準が出ましたら、その基準に基づきまして再利用ですとか、そういった処理をす

るという形になります。 

○須藤座長 どうぞ、どうぞ。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 補足させていただきますが、基本的に今は国の基準に従

って、ある意味では保管をしています。そして、そういう保管をしますということで、市町村

も含めまして計画を練って、保管をして、今現場に置いてあるということ。それを今後どうす

るかということについては、ここには処分基準という書き方しかしてございませんが、現実的

には石井先生がおっしゃいますように、いろんなやり方があると我々も思っております。です

から、今度は逆に言うと国のほうに働きかけてまいりまして、それを基準の中に盛り込んでい

ただくことで今度はそういう処分をしたり、またそのように減量化をして、または住民の方々

に安心していただいて、もう大丈夫ですよということで、そのまま残置という形になるのかど

うかわかりませんけれども、また国のオーソライズといいますか、そういった中で進めていけ

るようにというのは思いとしてはございますので、私どもとしましては、庄子の説明はこれを
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処分をしたい、またはどこかに持っていきたいということでは必ずしもなくて、国のほうに早

期に土壌をどうするんだという部分を含めまして基準を示していただきたいと。それを今後と

も働きかけていく必要があるのではないかと。その処分の中には、今石井先生に言っていただ

きましたような方法も、もちろん含まれているのではないかと考えておりまして、そこを包括

した形でこういうような表現にさせていただいたような次第でございました。 

○須藤座長 ありがとうございました。そうしたら、その処分の国のほうのお仕事にも関係され

ているようですから、細見先生、続いてその辺はリークしてよろしければお話ししてください、

それも含めて。 

〇細見委員 直接はかかわっていない、いずれかかわるかもしれませんが、石井先生が言われた

り、あるいは阿部課長が言われた方針がいいのではないかと。必ず処分すると言ってしまうと、

これはかなり大変な、いろんなことがあり得ますので、今現時点では、例えば先月末の環境回

復検討会では、仮にこういう現場保管とかしたときに、地上で仮に遊んだり何かいろいろした

ときに、どんなリスクなり、どうやって被ばくするかというような計算事例だとか、あるいは

先ほどの湖沼、河川の底質は、一応今現時点では浚渫だとか、そういうことはしない、ガイド

ラインの中ではそういうふうに言っています。だとするならば、どんな影響があるのかという

ことも含めて、一応計算事例みたいなものを出していって、これをできるだけ理解というか、

そういう情報も発信しつつ、今言われたように現場保管だとか、あるいは仮置き場の状況を、

確実にその状況が確保されているということを、私としては県としてそれを確認していただく

ことが、まず一番大事かなと思っています。 

  何年後には最終的に処分をすると言ってしまうと、今後いろんな考え方だとか方針が幾つか示

されるかもしれませんので、県としては、まず現実の保管とか仮置き場が、空間線量率も含めて

ちゃんと保管なり管理されているというのを確実にそれを積み重ねていただくことが、今求めら

れているのかなと。もちろん国が処分基準だとかを早急に決められれば、もちろんそれに応じた

対応も可能かと思いますけれども、なかなかいろんな問題の背景が複雑に絡まっていますので、

すぐ基準がぱっと決まるというわけではないかもしれないというのが現状かと思います。 

  多分３０日の情報はお持ちだと思いますけれども、環境回復検討会のああいう事例、リスク

コミュニケーションの事例というものまでをちょっと紹介していただければと思います。 

○須藤座長 あと、うちのこの説明で疑問やら何やら、お聞きしたいこととか何かないでしょう

か。いいですか。 

〇細見委員 もうこれに関しては、私は県として本当にこの評価書で謙遜されながら、認められ
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るというか、成果を阿部課長が説明されましたけれども、そのとおりだと思います。ただ、今

後一番心配されることは、最終的には空間線量率がそこでどうなったかとかということも含め

てですが、本当に長い将来的には個人の被ばく線量がどのぐらいになったのか、あるいはどう

いう状況なのかということは、例えば屋内と屋外も含めて、その人の生活のパターンとかいろ

いろあると思いますので、そういうことがあと今後県民の方がいろいろ、いろんな情報がこれ

から入ってくるかと思いますけれども、落ち着いてくると、単に空間だけではなくて、各個人

がどれだけ被ばくされたかということの評価も、多分いずれ必要な時代になるのかなというの

は、これは本当のコメントです。別にここに盛り込めというわけではなくて、そういう形に、

もちろん０．２３マイクロシーベルトパーアワーというのは、環境回復検討会でとりあえずあ

の当時やらざるを得ない状況の中で決めたというふうに、私もその場にいましたので、そうい

うふうに決めたわけですけれども、ずっと経時的な傾向だとか、今後その場、あのときの状況

で決めて、それでずっと除染計画を進めて、そのこと自身はすごく一貫すべきだと思いますけ

れども、さらに次には、各個人に寄せていく可能性もあるのかなと思っています。 

○須藤座長 それをここに書く必要はないね。 

〇細見委員 今書く必要はないだろうと思います。コメントだけ。 

○須藤座長 はい、ありがとうございます。 

  では、西村先生、続けていきましょう。 

○西村委員 先ほど資料の１の表現で、少し疑問があったかと思うのですが、これは公表という

のも変ですが、一般の方々が目にするような形でになるのでしょうか。 

○須藤座長 そうです、最終的にはなります。 

○西村委員 そうしたら、まず簡単なコメントです。先ほどの公共用水域の水質が平成２５年度

以降不検出ということで、不検出なんですが、それが２ベクレルパーリットル未満ということ

で数字が出ているので、若干捉え方が微妙になることがあるのかなと思うのですが、例えば上

の水道の管理目標値は以下と書いてあって、別に１０と書いていませんし、表現を何かうまく

統一して、これでも問題は全然ないんですけれども、より誤解のないようにしていただければ、

それでいいのかなと。 

  私のほぼコメントなんですが、これまでの取り組みに関しましては、私も非常にやってきて、

宮城県の取り組みは大変高く評価できるんだと思います。 

  １つは、特に情報発信のところなんですが、これも文言だと思うのですけれども、県民の不

安払拭に努める。これはまさしく大事なんですが、もう少し広く、県民だけではなくて東北の
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中心でもありますし、あるいは県の外からたくさんいらっしゃっていることもありますので、

機会を捉えてその安全性を的確にＰＲしていただくというようなことをぜひお願いしたいと。 

  一番言いたいことは、やっぱりこれまでは当然ずっとやられてきたということはよくわかっ

たんですが、これからというのはまた非常に大事なんだと思います。そういう意味では、除去

土壌の保管及び処分の状況ということで、国が基準をまだ明確にされていないとか、最終処分

場の確保も国の責任だということは理解できるのですが、ぜひ資料の４の裏面に、別紙の低減

対策のあり方のところの２番、除染を含む線量の低減対策の進め方の２段落目の４行目になり

ますでしょうか。関係機関と連携して支援するというのは、多分これ最終処分場の確保におい

てもそのような考えではないかと。あるいは、ぜひそういうお考えで進めていただきたいと。

国が責任を持って最終処分場を確保していくということに対して、では県としてあり方、非日

常な部分として県がどういうふうに関与していくかという意味合いでは、やはり基礎自治体と

国の間に入って、関係機関とも密接に連携して支援していただくと。結果として、最終処分場

が決まってこないことには、これから先の取り組みが進まないと。結果として県民の安全・安

心を確保する意味では非常に難しい部分が出てくる可能性がありますので、ぜひこの関係機関

と連携して支援するという文言については大切にしていただきたいなというのが私の意見でご

ざいます。 

○須藤座長 ありがとうございました。ここをさらに強調することではなくて、今のこれでぜひ

入れておいてほしいという応援演説でよろしいのですか。 

○西村委員 応援演説で、別紙のあり方にありますので、できればこっちのほうにも書いておい

ていただきたい。 

○須藤座長 ああ、こっちね、こっちの要約のほうのところね。 

○西村委員 どっちが大事かと言えば、もちろんこっちなんですけれども。 

○須藤座長 これ答申（案）ですから。では、その辺は少し字句の修正はできると思いますね。

これ単純に書いちゃっているから。 

○西村委員 具体的に言いますと、横の資料の最後のところが、例えば国に対して、除去土壌の

処分基準を定める省令の早期提示と最終処分先の確保について要望を実施ということで、県と

してはそういう要望を実施するんですが、関係機関と連携して支援していくというか、進めて

いくというところは、国に対してだけではなくて、基礎自治体も含めて関係機関と連携して、

この除染、除去土壌の保管及び処分を進めていくことが大切ではないかと思います。 

○須藤座長 関係機関と連携して積極的に推進するとか、そんな言葉でいいんでしょう。 
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〇細見委員 県は自らこうしようと、かつ国に対して要望しましょうと。 

○須藤座長 そういうことだね。だから、これだと任せているということだね。いいですか、阿

部課長、いいですか。そういうふうにとれると言っているの、先生は。内容的にはおっしゃっ

ていること同じだと思うんだけれども、どうぞ。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） まず確認をさせていただきます。関係機関と連携して支

援をするという言葉を、この資料１の答申（案）の下のところの二つ目の枠の中でございます

ね。「今後も指定市町の除染が円滑に推進されるよう関係機関と連携して支援するとともに」

という文言を、こちらのほうと同じように持ってきたらいかがかというご提案ということでご

ざいますよね。これについてはそのようにさせていただきます。 

  ただ、一つ誤解といいますか、この辺がややこしいところなのでございますが、この除染の

ほうで出てきます土壌が８，０００ベクレルかどうかという部分で、線量低減対策の進め方の

中でありますのには、最終処分場は含まれておりませんので、すみません、そこのところが先

生方に諮問した中には入っておりません。 

○須藤座長 それはもう任せているわけですね。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） はい。こちらにつきましては、廃棄物としてまた別な部

門という形になってしまいます。そこのところをご理解いただければと思っております。 

○須藤座長 理解した上での話でいいんでしょう、先生。 

○西村委員 すみません、ちょっと十分に理解できていなかった……。 

○須藤座長 いや、細見先生が言ったということで。 

〇細見委員 まあ、８，０００ベクレル……。 

○須藤座長 だから廃棄物としての問題と、今の除染したやつとのその相違をちょっと西村先生

に説明してくれればいいんですよ。 

〇細見委員 指定廃棄物に関しては、国が面倒を見ると。 

○須藤座長 それは任せてねと言っているんです。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） ただ、それ以外に除染されて、例えば７，０００だとし

ましても、その土壌については現在のところ処分基準ができておりませんので、それについて

は除染をした後の、例えば除去土壌をどうするかと。それがもちろん低いものから７，０００

とか高いものもあるとは思っておりますけれども、そういったものを現在のところは仮置きま

たは一時保管という形をとっておりますので、その保管の今後のあり方についてということで、

その除去土壌の処分について早期に処分基準をつくっていただきたいということをここに明記
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させていただいたような次第です。 

  ただ、その処分基準の内容につきましては、先ほど石井先生からもご助言ありましたように、

色々なやり方があるのではないかという部分で、ちょっとすみません、明確ではないんですけ

れども、そういったものを包括した形でこういうような表現をさせていただいたと理解してい

ただければと思います。 

○須藤座長 西村先生、速やかに処分基準を決めてほしいと言うならいいよね。それに対応して

関係機関と連携して、そういう処分を進めると。それならいいでしょう。 

○西村委員 全般としてという言い方、こちらの別紙の文言は、処分基準を定める省令の早期制

定を求めるのはいいのですが、広く除染が円滑に推進されるようにという意味合いでは、宮城

県の役割が非常に大きいと思いますので、そこのところを直接に、何か見えるような形で盛り

込んでいただくといいのではないかということです。 

○須藤座長 だから、私がさっき言ったのでよろしくないですか。ここの、ここの件は、環境省

がやるべき仕事のことについては環境省がやるんだから、それはそれで先生がとやかく言う必

要はなくてですね。 

○西村委員 いやいや、だから環境省のやること自体を宮城県がやれとか、そういうことを言っ

ているわけではないのですが。 

○須藤座長 じゃあないんでしょう。ないのね。 

○西村委員 まさしくこの文言のとおりで、関係機関と連携して支援すると。 

○須藤座長 それは誤解のないように、さらに推進したいということをおっしゃっているので、

字句の修正については後ほど、専門委員会ですから、もう１回推敲しましょう。先生のご意見

はそういう意味なので、おわかりいただけたと思います。ほかにいいですか、あと先生、ほか

にもういいですか。 

  では、井上先生、どうぞ。 

○井上委員 まず、全体、これまでの県の取り組みというのは何もないというか、むしろいろん

なものを失ってしまったような震災直後の状況から、今日ほぼ大体のめどがつくまで、非常に

ほかのお仕事と兼務されながら多くの方はやられて、大変ご苦労された中、よく進められたと

いうふうに全体としては評価できるものと思っております。 

  ちょっと私きちっと詳細なところがまだ十分フォローできていない、現状認識がちゃんとで

きていないところがありまして、ちょっと幾つか質問させていただきたいのですけれども、一

つは、先ほど除去土壌のところで、ここに入っている、今１５，０００立方メートルというの
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が出ているのですが、これは除染事業の中で出たものという理解ですよね。それ以外に自主的

というか、どういう言い方をすればいいのかわからないのですが、住民の方が事前にいろんな

中で除染されたりしたものが相当あったのではないかと。そういったものの扱いというのはど

うなっているのでしょうか。 

○須藤座長 庄子班長、どうぞ。 

○事務局（庄子原子力安全対策課放射性物質汚染対策班長） 住民の方の取り組みといたしまし

ては、各家庭での除草ですとか、そういった形で廃棄物が出ることが想定されます。そういっ

たものにつきましては、通常の一般廃棄物と同様の形で、実際にごみの回収という方法で進め

られたのが一般的な事例でございます。ただ、一部の側溝の除去した土につきましては、同じ

ように保管されているというケースもございます。これが実情ということでございます。 

○須藤座長 よろしいですか。 

○井上委員 ええ。何かそういう宙ぶらりんになっているものがあるのかないのかということで、

それはほとんどないという認識でよろしいでしょうか。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 申し訳ございません。今、ほとんどないとはちょっと断

定しきれないところがございまして、基本的には市町で保管をしていたり、測った結果、かな

り放射性物質の濃度が高いと。高いといっても、指定されるような８，０００ベクレルを超え

るものではないというものは、市町村の処分場に入れることができる仕組みにはなっているん

ですけれども、やはり住民の方々の不安とかいろいろな諸問題もありまして、町の判断で色々

な所で保管されているというのが現状だと思っております。ただ、その数量につきましては、

市町がそれぞれの扱いで行っておりますので、残念ながら、今、原子力安全対策課としてはそ

の数量を把握してはございません。 

○須藤座長 先生がご質問されているのは、どっちつかずの宙ぶらりんになって、その辺に放り

出されているのがあるのではないかというご心配をされているんですよね。そういうのはない

という意味では、ないでいいんでしょう。 

〇石井委員 いや、それはわからないでしょう。 

〇事務局（佐野環境生活部長） 除染ということをすると、例えば草とかを刈った分については

廃棄物になります。それから、その土をかいたものについては、相変わらず土のものという形

になるので、基本的には２つに分かれます。 

  先ほど西村委員からもご質問があったように、廃棄物となったものについてはどうするかと

いう基準が、これはもう示されています。８，０００ベクレル超のものについては指定廃棄物
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となって国が処分するということになっています。これは宮城県内で言えば、８，０００ベク

レル超の廃棄物もあって、まさにこれはどこに最終処分場をつくるかというようなのが今途中

の段階にあります。 

  ８，０００ベクレル以下のものについては一般廃棄物ということになって、通常の家庭ごみ

と同じように、市町村が処分するということになっております。ただ、これはみんな８，００

０ベクレル以下だからといって、全部今市町村で出てきたものが処分されているかというと、

そういう状況ではございません。処分できていないものも、各市町に例えば家庭とか、そうい

ったものはあります。量的には今手元にないので示せないんですけれども、あるんです。これ

は、いずれ仕組み上は一般廃棄物ですので、市町村で通常の家庭ごみと同じように処分してい

くということになります。 

  それから、除染した土については、そのもの全体が処分基準が決まっていないということに

なりますので、これをまさにどうやって処分するかというのは、先ほど石井委員からもお話が

出たように、ではどれぐらいの濃度のものについてはどうするかとか、埋めるのかとか、そう

いったところから処分基準がまだ出ていないという状況になりますので、もう仮置きしておく

しか今のところはないと。それが、仮置き場にあったり各家庭にあったりというような状況に

あるということでございます。 

○須藤座長 ありがとうございます。どうぞ続けて。今の説明よろしいですか。 

○井上委員 現状、よく理解できました。その辺に課題がまだ残っているということを県も十分

認識されているということもよく理解できましたし、そこまでこの中に書き込む必要があるか

というのはご判断していただければ、私、特に書き込んでくださいという要望まではするつも

りはございませんので、結構です。 

〇細見委員 １点だけ。確かに環境回復検討会でも、さっき言いました３０日には地上部に現場

保管とか、あるいは各家庭も含めて保管されている状況で、どれぐらいのガンマ線が出てどう

だとかという一応計算結果からと、それからもしそれが地下水にどうなのかということもいろ

いろ検討された結果、ほとんど移行しないということなので、そういうことをあわせると、今

私が申し上げましたように、現場保管なり、各家庭あるいは仮置き場でもそれをちゃんとでき

ているということを確認し続けることが大事かなと思います。今すぐ何かしないと、対応とれ

ないという状況では全くないと思うのです。 

○須藤座長 ありがとうございます。では、どうぞ。 

○井上委員 ちょっと次の、全く違う質問なんですけれども、住民の方の状況というか、放射能
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が１つの原因で、震災直後に県内へ避難された方というのが何人かいらっしゃると思うのです

が、その辺の実態は県のほうでは恐らく把握されているんだろうと思うのですが、その方が今

どうなっているかというその辺の追跡というのは、どの程度されているのでしょうか。もうそ

ういう方はいらっしゃらないのか。そこまではまだ調べられていないのか。それによって、ご

く少数の方だと思うのですけれども、その不安の払拭状況というか、そういったところがどう

なのかなというところがつながると思いますが、その辺いかがなものでしょうか。 

○須藤座長 もしお答えできることがあれば。 

○事務局（佐野環境生活部長） ２つパターンがありまして、宮城県に住んでいた方で県外に避

難している方というのも実はいらっしゃいます。それから、主に福島県ですけれども、福島県

から県内に避難してきた方もおりまして、そういう方々については当然県として支援が必要だ

ろうということで、宮城県から各県に避難している方については、できる限り、これは住民票

を移していないという場合もありますので全部を把握するのは難しいのですけれども、そうい

うことを調査して、分かる範囲内で各県に宮城県のほうで出ていって、今の宮城県の情報とか、

そういうものを提供しながら支援をしていこうということを宮城県としてもやっております。

今の宮城県の復興状況がどうだとか、そういった情報提供などをしているということです。 

  それから、逆に宮城県に来た方ということについても、そこはちょっと私具体的にどういう

支援をしているかというところまではわからないのですけれども、把握できた限りにおいては、

当然のことながら宮城県としてできることというものを支援していかなければならない。具体

的にわかるのは、子供さんとかいる場合は転校なさってきますので、そういった場合は各学校

でどこからいらっしゃったかはわかりますから、そういったところでは把握できるのですが、

またこれも全て把握できているかというと、私の感覚では難しいと思っています。単純に引っ

越してきたのか、あるいは、住民票を移さないで来ている方とかもいますので、全部把握する

のは難しいと思いますけれども、把握できている限りにおいては、県としてもそこは支援とい

う形をしていかなくてはならないと。少なくともそういう意識は持って、把握している限りに

おいてはやっているという認識です。 

○須藤座長 よろしいですか、先生。 

○井上委員 特に出られた方の戻ってきている状況を具体的に、あまり数字とかということでは

ないのですが、そもそもどれぐらいかよくわからないで言っているんですけれども、それがか

なり戻ってこられているのか、そのままになってしまっているのかというのはいかがなものな

んでしょうか。 
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〇事務局（佐野環境生活部長） すみません、ちょっとそこは私現時点の情報を持ち合わせてお

りません。一時避難という形では、東北とそれから東京方面が多かったという記憶があります。

遠い方は九州とかまで避難したという事例もあったと記憶しております。 

○井上委員 なかなか難しい問題だと思います。 

  あとすみません、もう１点、またちょっと技術的なというか、資料１の表側の右上のところ

で、先ほどのご説明の中にもあったのですが、被ばく線量の目標値のお話なんですが、ここで

長期的な目標値としては、追加被ばく線量というような表現のされ方をしておりまして、その

後の宮城県の福島第一原子力発電所事故被害対策基本方針のほうでは年間放射線量１ミリシー

ベルト以下というようなところで、微妙にここの意味合いが違うように思われるのですが、こ

このあたりの考え方というか、語句の統一というか、その辺いかがでしょうか。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） すみません、ここにつきましては、表現が至らなかった

部分があるかもしれませんけれども、基本的には追加被ばく線量という考え方で１ミリシーベ

ルトということでございます。そこのところはきちんと直させていただきたいと思います。 

○須藤座長 そこは直したほうがいいね。 

○井上委員 了解しました。ただ、実際は測られているというか、バックグラウンドが幾らだっ

たかというのが評価できないですよね。だから、実際にはもう測定された放射線量で評価され

ているということ、それはそれで構わないと思うのですけれども、そういうことでよろしいで

すね。入っているんでしょうか、バックグラウンドの値が。 

○石井委員 １ミリシーベルトにですか。 

○井上委員 はい。 

○石井委員 いや、入っていませんよ、１ミリシーベルトには 

〇細見委員 追加線量には入っていない。 

○石井委員 自然放射線による被ばくは２．２ミリシーベルトですから、それに１ミリシーベル

トを加えるということになり、大きな影響は無い。 

○井上委員 ええ、あとはわかるんですけれども。測定している、多分これはガンマ線、セシウ

ムの、その測定値の中にバックグラウンドも、それから今の主に１３７から出ているセシウム

も……。 

○石井委員 そのとおりです。トータルで３．２ミリシーベルト以下にしようという話です。従

って、追加の１ミリシーベルトという意味です。 

〇細見委員 追加を入れればいいんだね。 



-29- 

○須藤座長 追加ですか。 

○石井委員 追加で１ミリシーベルトという意味です。 

○須藤座長 追加として、よろいしですね。 

○井上委員 ええ、はい、そこの確認だけ。 

○須藤座長 ありがとうございました。 

○井上委員 あと、最後１点だけ、これはコメントというか、もし可能ならというところなんで

すけれども、資料３の４ページ目の機器の配備状況のところで、これは多分平成２４年末まで

にもう大体ここまでそろったというところで、それはそれでよろしいのですけれども、何かも

うちょっとここに至る時間経過のところを、余りいっぱい書き込んでも、かえってごちゃごち

ゃしてしまうので、分かりにくいかもしれないのですが、かなり当初、非常に限定された状態

から１年間ぐらいかけてずっと配備されてここまで来たという、その経過を示したほうがより

状況を正しく伝えられるのではないかなという気がいたしました。何かちょっとそういう、例

えばグラフみたいなのを追加、もし可能であればしていただけたら。 

○須藤座長 推移を言ったわけですね。今はこうだけど、昔はこうだった、推移を見たほうがい

いとおっしゃるのですか。 

○井上委員 はい。 

○須藤座長 それは入れても悪くはないでしょうね、はい。いいですか。 

〇事務局（阿部原子力安全対策課長） これは補足資料のほうにはなりますので、そこのところ

の記載につきましては、後ほど検討させていただきたいのと、検討した上でご相談をさせてい

ただきたいと思います。 

○須藤座長 どうしてもということではないですね。現状はこれなんだから、それは間違いない

わけだから、いいですね。 

  それでは、どうぞ、石塚先生、どうでしょう、最後に申し訳ございません。 

○石塚委員 事前にこの取りまとめを送っていただきましたし、またこの最後の答申も見させて

いただきまして、既に私の気がついた表現上の問題は指摘させていただいて、それが是正され

ておりますので、今の案について特別に申し上げることはないんです。 

  それで、あえて何か加えなければならないということではなくて、コメントを申し上げるこ

とになるのですけれども、不安払拭の話なんです。つまりこれまで皆さんが一生懸命やったこ

とで体制も整い、除染、測定、知識の普及という形でしっかりなってきたわけですけれども、

最後に不安払拭というかなり難しい問題が残ったという感じがするわけです。それで、先ほど
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も安全・安心という話がありましたけれども、安全というのは数値とかで示すことができる。

安心のほうはなかなか捉えどころがないというところだと思うのですね。どこでも皆さんこれ

で非常に苦労されている状況だと思います。 

  ３．１１が起きたときに県民皆さんが不安をお持ちになり、それから皆さんが放射線・放射

能に対して大きな関心を持っておられてきて、知識を、あるいは不安を解消するための電話の

相談をしたり、レクチャーをやったりということだったんです。ここまでしっかり整ってくる

と、ほとんどの方がそれはなくなってきているんですけれども、実際に残ったのがほんの少数

の限られた方、不安な方、その方たちをどうするかといいますか、その方たちにどう理解して

いただくか非常に難しいところが残ったなという感じがいたします。 

  では、どんないい方法があるかというと、どこも皆さん苦労しているわけで、いい方法があ

るわけではないんだと思います。間違いなくここに書かれておりますように、例えばマイクロ

ホットスポットのようなことが万が一起きた場合についても、迅速に対策を打って、それを知

らせるといったことをしっかりと今後もやられるということだとは思います。 

  さらにあえて今後のことを申し上げるとすると、今は不安を持っている少数の方たちと、全

然不安じゃないという人たちとがいて、真ん中のほうに大多数の曖昧な不安を持っている方が

いる。ほとんどの人はそうなんだと思うのですね。それはちょっとしたことが起きると、すぐ

に揺れていっちゃうわけです。先ほどのマイクロホットスポットみたいなので、はっと動くわ

けです。そう考えると今後は今までと違う対策を練っていくのかなという感じがいたしまして、

ぜひその辺の工夫をお願いしたいと思います。 

  ちなみに、当日本原子力産業協会なんですけれども、昨年度あたりから学生、若い人たち、

それから女性、特に子供を持っている女性に焦点を当ててやると。のべつくまなくやるのでは

なくて、そういう人たちに的を絞ってやる。非常に少数の人たちにやるわけですので、なかな

かすぐに成果が出るわけではなくて、地道な取り組みをやらなきゃならないわけなんです。地

道に学生のところに当協会の人間が行ったりして話をするとか、それからシンポジウムをやる

とかいうような形でやっています。一番難しいのが子育て中のお忙しい若い女性の方にどうい

うふうにアプローチするかということなんですけれども、これも全国単位にはそういった方々

で、原子力ではなくてさまざまな健康問題だとか環境問題に関心のあるグループがありますの

で、そういったところにアプローチをしたりしているところです。ご参考になるかどうかわか

りませんけれども、私どもとしては少し重点的にやろうと思っているところでございます。役

に立たなかったら申しわけありません。ぜひ今後の不安払拭の難しいところですので、頑張っ
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ていただきたい。 

○須藤座長 またぜひそういう資料を提供していただいて、ただ述べてやればいいわけではない

ので、重点的に若いお母さんにやるというのが必要であれば、それはこちらでやるときの機会

に石井先生に講演していただくとか、そういうことも必要だと思いますので、そういったこと

をしていただきたいと思います。 

〇石塚委員 場合によっては、当協会の主催する会合をこちらで……。 

○須藤座長 なるほど、あるんですね、すみません、勉強していなかった。当協会の主催のある

んですね。 

〇石塚委員 ええ。当協会の主催するものがやれるかどうか、私すぐわかりませんけれども、機

会があれば宮城県のほうで、例えば女性向けのシンポジウムをやるとか、そんなことも不可能

なわけではないと思いますので、ぜひ今後とも連絡をとらせていただければと思っております。 

○須藤座長 課長、いいですか、どうぞ。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 今のお話、大変ありがたいと思います。実は昨年度、地

域のコアメンバーといいますか、若い方々の次世代のリーダーになるような方々を原産協さん

のほうでお集めになられて、何十人かという単位ではございましたけれども、女川の原発を視

察に来られて、要するに震災後でも、こういう震災をこう乗り越えてきました、それから宮城

県の状況は今こうですというセミナーをたしか開催されたという情報はいただいておりました。

ですので、その辺のところも今後とも情報等を提供いただきながら、我々も逆に言うとそうい

ったところで全国の皆さんに宮城県の状況を知っていただきながら、確かにすぐに効果は出な

いかもしれないんですけれども、正確な情報を理解していただきながら、少しずつ我々もその

情報の発信の仕方を工夫してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○須藤座長 先生、どうぞその辺はよろしくお願いします。 

〇石塚委員 宮城県の情報を全国に知っていただくというのも私どもの役割でございますので、

ぜひやらせていただきたいと思います。 

○須藤座長 一通り５人の先生からお話を伺ったんですけれども、もうちょっと時間があります

から、最後に石井先生、まだございますでしょうね。 

○石井委員 ここの答申の中で一番重要なのが、放射線・放射能の測定対策のあり方というとこ

ろですけれども、今後どう対応していくかということで大変重要なことを書いてあります。つ

まり、県民目線に立ったきめ細かな測定を継続するとともに、正確でわかりやすい情報を発信

し、県民の不安払拭に努める必要があるというところです。それでは、具体的に何するのとい
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うことが課題になると思います。県民にとって一番は安全だということはわかっているんです

けど、次の課題は風評被害です。これには困っています。安全だとわかっていても、いや、あ

そこからとれたものはどうだろうとか、いろんなことが言われますね。 

○須藤座長 風評被害ですね。 

○石井委員 ええ、意外と県民目線に立ったというのは、実は風評被害をどのように払拭してい

くか。県民の不安はあるのだけど、本当に放射線に対する不安というのはもう宮城県はほとん

どない。風評被害をどうやって払拭するか。例えば先ほど言ったように、仮置き場にずっと置

いてある汚染土も、放射能は半分ぐらいになっとか、仮置き場の近くにいる人たちにこれをき

ちんと教えるとか、放射線の量も半分になったとか、こういう努力もすると良いなという気が

しますね。ホットスポットは少し離れれば、空間線量は減衰します。したがって、余り怖がる

ことはない。しかし、マイクロホットスポットを見つけて、ここにありましたと言ってくる方

にはきちんと調べて、大したことない場合はそれを説明し、気になる場合はとってしまう。し

かし、１キロ四方のホットスポットは大変ですね。この場合は対応しなければならない。これ

に対する風評被害を払拭する努力必要で、ちゃんとデータを取り、それに基づいて空間線量が

減ったよとか伝えていくことが重要かと思います。 

  もう一つは、宮城県はほとんど平地ですね、そこでとれる野菜は１ベクレルパーキログラム

ぐらいまでしか検出されていきません。一方、川の魚は別です。 

  ところが問題は山なんですね。宮城県も山が多くあって、山の農林業もやっていかなければ、

復興していけない。これについては、先ほど西村先生がおっしゃったように、宮城県独自のい

ろんな取り組みがありますね。山中での作業は、それほど大きくないと思いますが、自分が被

ばくした線量を測りながら行う。原木しいたけも復活できる可能性もある。こういったことを、

ここに書く必要はないですけど、宮城県の独自の取り組みというのを、ここら辺に何か書けっ

て言ったんじゃないんですか。国が言ったからこうやるんだ、ああやるんだというのも当然重

要。だけど、宮城県は実はいろんなことができる県なので、そういう取り組みも大事にしたら

良いと思います。 

  例えばガラスバッチをつけて測った結果、１ミリシーベルト以下だったから、毎時０．２３

マイクロシーベルト以上の場所を除染しなくてもいいということにはならないと思います。な

ぜならば、子どもたちの行動が制限された中での測定結果なので当然低くなるんです。空間線

量は雨が降ったり、雪が降ったりすると、遮へい効果が働いて、低くなります。このようなこ

とをちゃんと住民に知らせて、年間１ミリシーベルト以下になるから大丈夫だとかを知らせま
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す。一方、他の所がこういうデータだから大丈夫だよと言うと、本当なのということになりま

す。県民目線に立った測定を行うことによって県民に理解してもらうなど、色々と対応してい

くというのが、先ほど西村先生が言ったことかと思いますが。 

○須藤座長 連携ですね。 

○石井委員 今言ったような細かいこと全部書く必要はなくて、県独自でできることがあるとい

う、そういうのも努力するということをこの中に入れればいいと思います。 

○須藤座長 そうですね。最後の参考資料かな。そういう中には入れていただいていいんじゃな

いですか、今のご発言もそれから西村先生のもね。ここの中に、ちょっとちぐはぐに入れるの

もよろしくないから、ここはこの程度でいいと思うんだけれども、今のようなことを補足資料

の中に入れていただいたら、もっとすっきりするのではないでしょうか。その辺の字句の修正

等は……、どうぞ、はい。 

○石井委員 実は県の職員の方たちは実際に行っているんです。いろんなことやっています。私

と一緒に何だかんだってやっています。 

○須藤座長 あの、後ろに人がいるんでしょう。 

○石井委員 いや、あの方々ではありません。 

○須藤座長 ああ、そうじゃないの、違うの。 

○石井委員 別の部署の人です。 

○須藤座長 そうですか。 

○石井委員 実際に農水……。 

○須藤座長 ああ、農水でやるんですか、そうですか。 

○石井委員 そうですね、農水とかですね。本当に県民の目線で行っています。一生懸命やって

いるんだけど、国が認めないとかで、困っているようです。もうちょっとここら辺にそのこと

を入れてもいいんじゃないかなと、県がちょっといばっていいんじゃないかなと思います。 

○須藤座長 部長、いいですか、そんなところで、はい。 

○事務局（佐野環境生活部長） ご意見ありがとうございます。ご助言ありがとうございます。 

  県の中でも色々な役割がありますので、ここでは放射線・放射能に関する測定と線量低減対

策のあり方ということで資料を作り、また答申もいただきたいということなのでございますけ

れども、県全体ということで申し上げれば、例えば先ほど西村委員からもありました、県民だ

けではなくて、県外から来る人もいるでしょうと。おっしゃるとおりで、今宮城県全体として

の大きな課題というのは風評対策なんです。それについては、県内はどちらかというと収まっ
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てきているんですけれども、例えば観光面で関西の方が来てくれない。それから、外国の観光

客の方も来ていただけない。 

  それは何なのかというと、やはり情報が足りないということ、あとは実感の問題ということ

になります。例えばこの前の議会の一般質問で韓国の方の対応というものが質問の中で紹介さ

れたんですけれども、いまだに韓国にぜひ来てくださいと誘致に行ったら、「いや、宮城県も

線量が高くて大変でしょうから、避難してくるんだったらどうぞ韓国へ」と言われたと。誘致

に行っているのに、そういうことを言われたということなので、これは全然情報が伝わってい

ないと。一生懸命発信しているんだけれども、伝わっていないというような状況なんですよと、

どうするんですかと。まさに県としてどうするんですかというご質問もあって、これは当然の

ことながら、基本的には情報は発信し続けるというのが基本なんですけれども、それにやっぱ

り積極的に打って出るということであれば、実感してもらうにはどうするのかということがあ

りますよね。ですので、試験旅行みたいに来ていただいて、本当に今おっしゃったような、委

員からもご意見あったように、放射線量って今このぐらいですというのを実際に見てもらいま

しょうと。出ているのは、空間放射線量は幾らなんですかというのを実際に見てもらいましょ

うと。食品にどのぐらい入っているのか見てもらいましょうと。そういうことをやって、また

帰ってもらって、こういうふうだったというのを言ってもらわないとわからないと。国内でも

特に関西方面に対しては、こっちから打って出て、こんなに安全なんですよということを今度

は打って出てＰＲしてくるしかないなと。そういうことをやっていかないと、風評対策、風評

の払拭というのはできないということですね。 

  そういう中で環境生活部ができるのは何なんですかというと、まさにしっかりとしたモニタ

リングをする。それを積極的に売って出る際の基礎データ、これを環境生活部としてはしっか

りとそのデータを測り続けて、モニタリングをし続けて、基礎データをそろえる。そういうの

がまずは我々の部の役目なんだろうと思っております。 

  それから、もう一つ県全体の話で言えば、今石井委員からありました、例えば山の関係で言え

ば、どうしてもイノシシあるいはシカ、こういったような野生動物がとられると、基準以上のベ

クレルが出ていると。ちょっと流通はできない。これは事実でございますので、それは事実とし

て受けとめますけれども、山林全部を除染するというのは不可能でございますので、そこのとこ

ろは切り分けて、長期的にそういうものが下がってくるのを待つしかないものは、それはそれと。

ところが、例えばタケノコなりシイタケというものであれば、これは管理していけますと。今は

出ているんですけれども、基準以上になっていて流通制限かかっていますけれども、これについ
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ては管理をしていければ出荷できる。基準以下にできるというようなことがありますので、そう

いった行政や農家で努力できるものについては一緒になって、まさに県と農家が一緒になって、

製品がちゃんと流通できるようにやっていく。そういう取り組みをしっかりやっていく。そうい

うことを全体的にやって、宮城県として風評の払拭はやっていかなければいけないよねとなって

います。ぜひそういうことはやっていきたいと思っています。 

○須藤座長 どうぞ。 

○石井委員 先週香港に行ってきて講演を行ってきたんですけど、いろんな話しの中で、やっぱ

り汚染検査に一番興味がありました。宮城県ではちゃんと水質検査を行っており、全然大丈夫

であり、宮城県の食べ物もオーケーだと言ってきました。中国の人ですからタケノコに興味が

ありました。県外からの風評被害も重要ですが、一番重要なのは地元の人たちの風評被害をな

くすということです。 

  例えば福島県のある自治体が、福島県の米は給食に使いませんと言ったわけです。隣の自治

体の人が県外に出ていって、うちの米を買ってくれと言ったところ、自分のところで給食に使

っていないのに、どうして我々に売るのだと言われたとのことです。 

  また、ある福島県内の高校の先生と話をして、いろいろと放射線について話し、放射線につ

いて理解し、安全と思っても自宅では一切福島県内の農作物を食さないという話しを聞きまし

た。学校の先生たちだってこのような状況ですから、風評被害をすごく理解して、どんどん対

応していかないとだめなんだなと思います。 

○須藤座長 特にそうだね。 

○石井委員 だから、やっぱり内からまずちゃんと風評被害をなくしていくことだと思います。

宮城県民がみんなこぞって宮城県の食物を食べるようになったらオーケーだと思います。そう

いうことが一番重要じゃないかなとつくづく思いました。以前福島県のある小学校行ったら、

児童が牛乳飲まないというんです。その牛乳は福島県産の牛乳です。その乳牛は福島県でとれ

た牧草を与えていないので、放射性物質は入っていない。なのに飲まない。幾ら説明しても飲

まないというわけです。それをどうしたらいいか。何かもっと違った方法で色々な角度から風

評被害をなくしていかなければならないということでしょうか。 

〇事務局（佐野環境生活部長） ありがとうございます。理想としては、全県民あるいは全国民

が放射線・放射能に対する正しい理解をしていただく。これは理想なんですけれども、そこは

現実としてはなかなか難しいものがあるんだろうと思っております。 

  先ほど細見委員からも、では個人の被ばくどうなんだろうと。そういう話が、どうしても不
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安がある方というのはいらっしゃるんだろうと。その方が対象、何が何でも全員正しい理解を

させようというのは、なかなか難しいんだろうと。ですから、大部分の方が正しい理解ができ

るようにするためにはどうするんだと。そういうときに、石井委員がおっしゃるようないろん

な手法をとっていかなければいけない。あるいは、石塚委員がおっしゃったようないろんなグ

ループの方、そういう方にこちらからも出ていかなければならない。そういうような地道な努

力が必要なんだろうと思っていますし、ぜひ行政としてそういう努力は続けていかなければな

らないと思っております。 

○石井委員 すみません、ちょっとだけ。僕の言ったのは、皆さんに正しい理解をしてもらうと

いう努力は必要だと思っているんです。でも、それでも風評被害は払拭できないと思います。

例えばうまいものをつくってみるとか。香港の人にお酒を持っていって、これはおいしいよ、

また、これは宮城県産だよと言っても、喜んで飲もうとしました。別な視点から、風評被害は

払拭できる可能性が十分あると思います。放射線の安全性の理解と風評被害の払拭とは全く別

な側面があるだと思うのです。 

○須藤座長 心の問題。 

○石井委員 ええ、心の問題なんです。 

○須藤座長 そうなんですね。 

○石井委員 ええ。恐らく例えばスマップとかが福島県産の米をみんなで食べたら、みんな食べ

ると思いますよ。 

○須藤座長 逆ですね。 

○石井委員 ええ。考えていかなくてはいけないのではないかという意味です。 

○須藤座長 どうも石井先生、ありがとうございます。それから、部長、ありがとうございます。

後半になっていよいよ燃えてきて、最終的にどうするかということになったわけですが、低減

対策のあり方と測定のあり方については、この原案で大幅に変えるところはなくて、多少もう

一回読み直していただいて、字句の修正をすべきところはさせていただくということにさせて

いただきたいと。特に風評被害について、特に後半でいろいろ議論いただいたのですが、人間

の心に訴える問題が非常に多いので、これは原子力安全対策課だけの問題ではなくて、日ごろ

から対応を考えて、どういうふうに風評被害を低減していくかということについては努めてい

ただきたいので、この中に今のこの議論をまとめるのはちょっと不可能だと思いますので、少

し載せるのだったら資料の中のどこかに、その辺のところは大事だということをお載せいただ

ければいいのではないかと。これで私の座長としての、時間過ぎちゃったので、取りまとめに
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させていただきます。では、あと何か議論することあるんですか。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 議論ではございませんけれども、本日ご提言いただきま

した内容等を修正したものにつきましては、すみません、座長の須藤先生のほうに一任いただ

きまして、私どもとご確認をいただくということでいかがでしょうかということでご提案させ

ていただきたいと思います。 

○須藤座長 じゃあ、一応、どうぞ。 

〇細見委員 ちょっと……。 

○須藤座長 私に任せられない。 

〇細見委員 風評被害に対して、それは重要なことだと思うのですが、私は個人的にはそういう

やっぱりデータに基づいて判断できるような市民とか県民を育てるという、育てるというか、

そういう努力もぜひ……。 

○須藤座長 科学的な理解でしょう。 

〇細見委員 そういう意味では、やっぱり正確な情報をやっぱり県は……。 

○須藤座長 それが仕事だからね。それは当然。 

〇細見委員 それが一番基本だと思っております。 

○須藤座長 もちろん当然、その内容はこれですから。ということで、どうぞ、あとはこれで一

応まとめられたのですが、今後のこと、あるいは最後のご挨拶をしてくださるのかどうか。私

の役割はこれで閉じさせていただくので、もう議題はよろしいですね。どうぞ、次やってくだ

さい。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） ありがとうございました。 

 

   ４．閉 会 

〇司会 それでは、長時間にわたるご審議大変ありがとうございました。 

  以上をもちまして第５回宮城県環境審議会放射能対策専門委員会議を終了とさせていただき

ます。本日はありがとうございました。 


