
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６回宮城県環境審議会 

放射能対策専門委員会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２９年１月６日（金曜日） 

    午前１０時から正午まで 

場 所：県庁行政庁舎１１階 第二会議室 
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   １．開 会 

○司会 ただいまから第６回宮城県環境審議会放射能対策専門委員会議を開会いたします。 

  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５名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、環境生活部次長の阿部より御挨拶申し上げます。 

○阿部環境生活部次長 どうも明けましておめでとうございます。本日は新年早々の御多用の中、

第６回環境審議会放射能対策専門委員会議に御出席をいただきまして、ありがとうございます。

また、委員の皆様方には、日頃から県政の発展に御協力いただいておりますことに対しまして、

この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。 

  さて、当専門委員会議は、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、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、専門的事項を調査していただくため、

平成２３年１２月に設置し、これまで計５回会議を開催していただきました。委員の皆様方か

らは、知事が環境審議会会長宛てに提出いたしました諮問事項に関し、専門的、技術的知見に

基づき、大所高所から幅広い御助言、御提言を賜りました。この場をお借りいたしまして改め

て感謝を申し上げたいと思います。 

  さて、県では、平成２４年の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が、この次第にもございますが、この中で、「年間放射線量１ミリシ

ーベルト以下の県土づくり」としてございまして、正確には年間の追加被ばく線量として１ミ

リシーベルト以下を実現することを目標に掲げております。 

  この目標は国において、放射性物質汚染対処特別措置法が制定され、汚染状況重点調査地域

において、除染等の取組が開始されました平成２３年８月末から５年以内を目途に達成するこ

とを目指すとしておりました。昨年夏にその期間を迎えましたことから、事務局においてこれ

まで県や国、市町村等が実施してまいりました取組の状況並びに現状等を整理いたしましたの

で、本日委員の皆様に報告をいたしまして、御意見をお伺いしたいとの趣旨でお集まりいただ

いた次第であります。 

  なお、詳細につきましては、この後、担当課長から説明させていただきますが、委員の皆様

方におかれましては、忌憚のない御意見を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  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、議事に入ります前に、本日の配付資料を確認させていただきます。まず、本

日の次第、続きまして座席表、資料１、これまでの経緯、それから資料２、Ａ４の横の資料に

なりますが、東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策基本方針『震災以前の安全・安心な

みやぎの再生』、続きまして参考資料、放射線・放射能の測定・広報・除染に係る県の取組、

それから参考資料２、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、これは諮問書、それから答申書の写しと

なっております。以上ですが、過不足はございませんでしょうか。 

  それでは、議事に入らせていただきます。これ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、それでは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被害対策基本方針『震災以前の安全・安心な

みやぎの再生』～年間放射線量１ミリシーベルト以下の県土づくり～取組状況に

ついて 

○須藤座長 かしこまりました。それでは、進行役を引き受けさせていただきます。一言御挨拶

を申し上げて進行に移りたいと思います。 

  先生方には大変寒い中をお集まりいただきまして、心から感謝申し上げます。 

  本日は、ただいま阿部次長からもお話がございましたように、東京電力福島第一原子力発電

所事故被害対策基本方針『震災以前の安全・安心なみやぎの再生』～年間放射線量１ミリシー

ベルト以下の県土づくり～の方針を前もって答申をしておりますので、その取組状況について

御議論をいただきたいというのが趣旨でございます。どうぞよろしく活発な意見をお願いした

いと思います。 

  それでは、具体的な進行に移りたいと思います。 

  平成２３年１２月２０日付で知事から諮問のありました事項、平成２７年３月３１日付で知

事に答申を既にしてございます。その後、県では平成２５年１月末に策定した先ほど申し上げ

ました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いて、年間放射線量１ミリシ

ーベルト以下の県土づくりというものを掲げて、事故被害の対策をとってまいりました。そし

て、平成２７年２月５日に開催されました、ここの第５回専門委員会議において報告も受けて

おりますが、目標達成期間の５年間を経過したことから、これまでの宮城県の取組状況につい

て事務局から報告をいただき、さらに今後の対応も含めまして先生方から忌憚のない御意見を
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伺いたいということでございます。 

  それでは、事務局からどうぞ御説明願います。 

○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と申します。よろしくお願いい

たします。私のほうから、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く取組

状況について御報告させていただきます。 

  それでは、右上に資料１と書かれた資料を御用意ください。１枚物でございます。 

  当専門委員会議は、約２年ぶりの開催となりますので、初めにこれまでの経緯について改め

て簡潔に御説明させていただきます。 

  まず、環境審議会への諮問でありますが、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、地震や津波により放

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はじめとする東北大学の

御協力などをいただきながら、事故直後から、空間放射線量の測定や水道水・農産物などの放

射性物質濃度の測定を行ってまいりました。 

  また、平成２３年８月には放射性物質汚染対処特別措置法が制定され、放射性物質による汚

染の状況などの取組が進められることとなりました。 

  これらの取組については長期的に取り組まなければならない課題であり、高度な専門性と技

術的知見に基づく意見を県の施策に反映させることが必要と判断し、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日付で環境審議会に諮問させていただきま

した。諮問事項は、資料に記載のとおり、「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」の２点でありました。 

  なお、参考資料２として諮問文、答申文の写しを配付してございますので、後ほど御覧願い

ます。 

  次に、審議の過程であります。先ほどの阿部次長からの挨拶の中にもありましたとおり、知

事から環境審議会会長に提出されました諮問事項に関し、専門的・技術的知見に基づき専門的

な事項を調査していただくため、環境審議会に「放射能対策専門委員」が設置され、幅広い見

地から御審議をいただくことになりました。 

  会議は、資料に記載のとおり、これまで計５回開催し、資料に記載の審議事項等に関し、

様々な御意見をいただいたところであります。このうち、第５回目の会議では、知事からの諮

問に対し、委員の皆様方の御意見を伺い取りまとめました答申案につきまして御審議いただき、

今後取り組むべき方向性について取りまとめていただきました。その後、平成２７年３月２６
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日に開催されました、平成２６年度第４回環境審議会において、井上先生より、放射能対策専

門委員会議において取りまとめた答申案を報告していただき、審議の結果、原案のとおり答申

することが決定し、平成２７年３月３１日付で知事に答申されました。 

  裏面を御覧ください。 

  答申の内容についてでありますが、諮問事項である「放射線・放射能に関する測定対策のあ

り方」、「除染を含む線量低減対策の進め方」、ともに宮城県が進めてきた取組は妥当だった

との評価をいただきました。 

  なお、「放射線・放射能に関する測定対策のあり方」については、３つ目の○に記載してい

るとおり、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、未だに不安を抱く

県民がいることから、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てきめ細

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

必要があるとの御意見をいただきました。 

  また、「除染を含む線量低減対策の進め方」については、２つ目の○にありますとおり、住

宅などの除染が継続しており、また、処分基準制定後には除去土壌を適切に処分する必要があ

ることから、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、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、

また、県内全域を対象としたマイクロホットスポット対策について当面継続し、県民の不安に

対応することが適当であるとの御意見をいただきました。 

  なお、答申の最後に、「宮城県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、取組の成果等について適宜検証するとともに、適切に対応されたい」との御意見をいた

だいておりましたので、本日、これまで実施してまいりました対策ごとの取組の成果等につい

て御説明させていただきます。 

  それでは、資料右上に資料２と書かれた資料を御覧ください。ページをめくっていただきま

して２ページ、「基本方針の位置づけ・３つの基本的視点」を御覧ください。 

  平成２４年１月に策定いたしました基本方針では、「震災以前の安全・安心なみやぎの再生

～年間放射線量１ミリシーベルト以下の県土づくり～」を目標に掲げ、次の３つの基本的視点

に立って、総合的に取組を行うこととしておりました。 

  まず、１つ目の視点は、「不安解消のための徹底した対応」です。簡易測定のための機器を

揃え、県・市町村において測定体制の整備を行い、検査を行う品目については、測定結果の状

況に応じて見直し、きめ細やかな測定を行ってまいりました。また、測定結果については迅速
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に公表いたしました。 

  ２つ目の視点は、「徹底した放射線低減化システムの構築～年間放射線量１ミリシーベルト

以下の目標達成～」です。当専門委員会議において、重点的に御審議いただいた部分がこの項

目でございました。放射性物質の除染の徹底、安全な処理を行い、年間放射線量１ミリシーベ

ルト以下の県土づくりを５年以内で達成することを目指すこととしていました。この目標を実

現するため、汚染状況重点調査地域に指定された８市町を中心に、関係機関が一丸となって除

染に取り組んでまいりました。 

  ３つ目の視点は、「県民の放射線・放射能に対する科学的知見の涵養」です。放射線・放射

能に関する知識などの情報について、あらゆる機会を通じて、正確にわかりやすく提供するな

ど、正しい知識の普及・啓発を図ってまいりました。 

  次に、３ページを御覧ください。 

  基本的視点に立って目標を達成するため、資料に記載の７つの個別取組の相互連携を図りな

がら、総合的な取組として展開していくことといたしました。 

  なお、青い背景のついた「①放射線・放射能の監視・測定」及び「④放射線量低減化対策」

の２項目が、諮問事項に該当する部分であり、本日はこの２つに関する取組の成果について、

重点的に御説明させていただきます。 

  また、黄色い背景のついた「③汚染・被害の拡大防止」、「⑤汚染物・廃棄物の処理」、

「⑦正しい知識の普及啓発」の３項目については、諮問事項に関連する取組となっており、こ

ちらについてもあわせて御説明させていただきます。 

  続きまして、４ページを御覧ください。 

  放射線・放射能の測定については、平成２４年５月に「宮城県放射線・放射能測定実施計

画」を策定し、当該計画に基づき各種測定を実施してまいりました。 

  なお、測定結果を踏まえ、測定実施計画は毎年度見直ししております。 

  また、基準値を超過しないものであっても、検出されないことを確認するモニタリングを継

続しているものもございます。 

  資料には平成２８年４月現在の測定体系図を記載しております。大きく、「放射線量の測

定」と「放射性物質濃度の測定」に分けて計画を策定し、測定を実施してまいりました。その

項目ごとに、測定の結果を御説明いたします。 

  ５ページを御覧ください。 

  平成２４年４月から、県内全市町村において、モニタリングポストによる空間放射線量率の
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常時監視を開始いたしました。測定結果については、原子力規制委員会のホームページ及び県

が運営する「放射能情報サイトみやぎ」でリアルタイムに公表しております。 

  なお、平成２８年８月３１日現在、汚染状況重点調査地域の指定の基準である毎時０．２３

マイクロシーベルトを超えている箇所はございません。 

  資料左下の表に、モニタリングポスト設置時と現在の最大値を掲載しております。設置時で

ある平成２４年４月１日時点では、丸森町耕野まちづくりセンターにおいて毎時０．３７マイ

クロシーベルトと比較的高い数値を示しておりましたが、平成２８年８月３１日時点では最も

高かった丸森町筆甫まちづくりセンターでも毎時０．０９マイクロシーベルトと大幅に低減し

ております。 

  次に、６ページを御覧ください。 

  原子力規制委員会が公表しております航空機モニタリングの結果を掲載しております。平成

２３年６月には県と国が共同で測定を実施しましたが、その後は国において県全域のモニタリ

ングが計６回、県南部を含む東京電力福島第一原子力発電所から８０キロ圏内のモニタリング

が計１０回行われました。 

  それぞれの画像の右下に放射線量率を色分けして示しました凡例がございます。左側の画像

では県内山間部を中心に薄い青色の毎時０．２マイクロシーベルトを超過している箇所、県南

の一部では薄い緑色の毎時０．５マイクロシーベルトを超過している箇所が見られておりまし

たが、平成２７年１１月に測定されました右側の画像では県内のほとんどが濃い青色の毎時０．

１マイクロシーベルト以下という結果になっており、県内の空間放射線量率は経時的に低減し

ていることが確認できます。 

  次に、７ページを御覧ください。 

  こちらも、原子力規制委員会が公表しております走行サーベイの結果でございます。平成２

３年の測定結果を示す左側の画像では毎時０．２マイクロシーベルトを超えていることを示す

水色の線が目立っておりましたが、平成２８年の測定結果を示す右側の画像では、測定したほ

とんどが毎時０．１マイクロシーベルト以下を示す濃い青色となっております。このことから、

航空機モニタリング同様、空間放射線量率の経時的な低減が確認できます。 

  続きまして、８ページを御覧ください。 

  学校・幼稚園・保育所等の子どもの生活環境における空間放射線量率の測定結果でございま

す。この測定結果は重要な事項でありますことから、毎年、県議会環境生活農林水産委員会に

資料配布させていただいております。資料右上のグラフの赤線で示しておりますとおり、学校
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の校庭などにおける空間放射線量率の平均値は年々低減しております。また、青い線で示して

おりますとおり、測定の最大値は平成２３年度調査では毎時０．７６マイクロシーベルトとな

っておりましたが、平成２８年度調査では毎時０．１２マイクロシーベルトと、大幅な低減が

見られます。 

  なお、平成２５年度以降は、汚染状況重点調査地域の指定の基準である、毎時０．２３マイ

クロシーベルトを超過している箇所はございません。 

  続きまして、９ページを御覧ください。 

  県民が利用する施設、産業活動に伴う環境等の測定結果でございます。グラフに記載のとお

り、空間放射線量率の多少の上下はございますが、いずれの施設も毎時０．２３マイクロシー

ベルトを大幅に下回る結果で推移しております。 

  空間放射線量の測定結果の説明は以上ですが、多くの地点で事故直後に比べ、空間放射線量

率は大幅に低減し、汚染状況重点調査地域の指定の基準であります毎時０．２３マイクロシー

ベルトを下回っていることが確認いただけるかと存じます。 

  続きまして、放射性物質濃度の測定結果について御説明いたします。 

  １０ページを御覧ください。 

  初めに、食べ物・飲み物の測定結果について御報告いたします。 

  まず、水道水については、平成２８年８月末までに１万１，２５０件の検査を実施しており

ますが、検査開始以降、放射性セシウムの管理目標値、指標値である１キログラム当たり１０

ベクレルを超過したものはございません。 

  また、食品については、県内農林水産物等の安全性を確認するとともに、食品衛生法に基づ

く基準値を超過したものが流通することがないよう、国と県が連携・協力しながら、生産・流

通・消費の各段階において、放射性物質の濃度を測定しております。基準値を超過した食品に

関しては、原子力災害対策特別措置法に基づき、国による出荷制限指示または県による出荷自

粛要請がなされます。現在、出荷制限及び出荷自粛となっている品目については右下に記載の

表のとおりであり、山菜や野生キノコなどの自然から採取される食品の割合が高くなっており

ます。 

  なお、検査結果及び出荷制限・自粛に関する情報は、「放射能情報サイトみやぎ」で速やか

に公表しております。 

  続きまして、１１ページを御覧ください。 

  農林水産物の検査結果でございます。左側のグラフが簡易検査の実施状況、右側のグラフが
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精密検査の実施状況であります。年度ごとの左側の棒グラフが検査件数を示しており、その右

側に示されているのが、一般食品の基準値である１キログラム当たり１００ベクレルを超過し

た件数です。基準値を超過する食品の割合は、年々減少しており、また、右側の表を見ていた

だくとお分かりのとおり、農産物及び原乳については、平成２５年度以降、基準値を超過した

ものはございません。一方、自然環境で採取・捕獲されます山菜や野生キノコなどの林産物に

ついては、平成２７年度においても、検査件数全体の約３％に当たる４１件が基準値を超過し

ており、基準値を超過する件数は少なくなってきているものの、引き続き検査を継続していく

ことが必要と考えております。 

  続きまして、１２ページを御覧ください。 

  市町村が実施しております、住民持ち込み放射能測定の結果であります。右上のグラフにあ

りますとおり、基準値の超過割合は、７％前後で推移しております。年々、測定件数は減少し

ておりますが、一部の食品では、今なお、基準値を超過している品目がございます。今年度、

基準値超過が多い品目を示しているのが右下のグラフでございます。基準値を超過したものに

ついては、市町村が測定依頼者に対し、飲食に供しないよう指導されております。 

  なお、測定結果については、県で取りまとめ、定期的に「放射能情報サイトみやぎ」で公表

するとともに、県の測定計画の今後の参考にしております。 

  続きまして、１３ページを御覧ください。 

  一番上のグラフが、流通食品の検査結果であります。市場に流通する食品からの収去検査で

実施しておりますが、平成２４年度の検査開始以降、基準値を超過したものはございません。

中段のグラフは、学校給食の検査結果です。平成２４年度から、食材の一部をサンプルとして

検査する事前測定と、１食分の給食を事後測定するモニタリングを行っておりますが、こちら

も平成２４年度の検査開始以降、基準値を超過したものはございません。一番下のグラフが、

野生鳥獣肉の検査結果です。折れ線グラフのとおり、未だに基準値を超過する割合が高くなっ

ております。 

  なお、基準値を超過した場合には、関係自治体や捕獲をされる方に対し、流通等を行わない

よう措置をしております。 

  続きまして、１４ページを御覧ください。 

  食べ物を育む環境の測定結果であります。まず、農用地土壌については、平成２３年度に県

内８７４カ所で調査を実施したところ、その全ての地点において、稲の作付制限の基準とされ

た土壌中セシウム濃度の上限値、１キログラム当たり５，０００ベクレルを下回ることが確認
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されました。また、堆肥についても、牛糞堆肥の検査を実施し、安全性を確認するとともに、

暫定許容値を超過した製造所等については、出荷がなされないよう措置を講じました。 

  海域試料については、国において海洋モニタリングが実施されており、海水及び海底土の放

射性セシウム濃度の測定が定期的に行われておりますが、下の２つのグラフのとおり、経時的

な放射性物質濃度の低減が確認されております。 

  続きまして、１５ページを御覧ください。 

  降下物及び大気浮遊じんの測定結果であります。こちらは、原子力規制庁の委託事業である

「環境放射能水準調査事業」の一環として、宮城県環境放射線監視センターにおいて測定を実

施しております。下のグラフに、月間降下物及び大気浮遊じんのセシウム１３４と１３７の測

定値、並びにセシウム１３４と１３７の合計値をそれぞれプロットしておりますが、降下物、

大気浮遊じんともに、経時的な放射性物質濃度の低減が確認されております。 

  続きまして、１６ページを御覧ください。 

  公共用水域・地下水の測定結果であります。国において、定期的に河川等の公共用水域にお

ける水質及び底質の放射性物質濃度の測定が行われております。水質については、平成２６年

度以降、不検出という結果になっております。また、底質については、左下のグラフの青線で

示しておりますとおり、経時的な低減が見られております。右側のグラフは、河川・湖沼の底

質における放射性物質の濃度と地点数を割合で表したものになりますが、年々、１キログラム

当たり５００ベクレル以下を示す薄水色の割合が多くなってきていることが確認できます。国

においても、底質の全体的な傾向として、ばらつきはあるものの、概ね減少傾向で推移してい

ると評価されております。 

  続きまして、１７ページを御覧ください。 

  県民が利用する施設等の測定結果であります。県では学校の屋外プール水、海水浴場の海水、

スキー場の降雪の測定をそれぞれ年１回実施しておりますが、いずれも不検出となっておりま

す。下段には、産業活動に伴う環境や物の測定結果を記載しております。 

  まず、県内港湾海水及び工業用水につきましては、これまで不検出となっております。また、

下水汚泥につきましては、過去の最大値が、平成２３年１２月に仙塩浄化センターで測定され

ました１キログラム当たり７２５ベクレルであったのに対し、平成２８年度の最大値は、１キ

ログラム当たり９．０ベクレルと大きく低減しております。 

  浄水発生土についても同様に、過去の最大値が、平成２３年５月に白石市にあります南部山

浄水場で測定された、１キログラム当たり３万１，９７６ベクレルであったのに対し、平成２
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８年度の最大値は、名取市の高舘浄水場で測定された１キログラム当たり２６１ベクレルと大

きく低減しており、それぞれ経時的な濃度の低減が確認できております。 

  放射性物質濃度の測定結果についての報告は以上でございます。多くの品目で、事故直後に

比べ、大幅な放射性物質濃度の低減が確認できますが、一部の食品において、基準値を超過し

ている品目が見られます。 

  なお、基準値を超過したものについては、出荷制限または出荷自粛の要請がなされるなど、

測定結果に応じた適切な措置がなされているものと考えます。 

  続きまして、放射線量低減化対策について御報告いたします。 

  １８ページを御覧ください。 

  県内では、平成２３年８月３０日に公布されました放射性物質汚染対処特措法に基づき、白

石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大河原町、丸森町、山元町及び亘理町の８市町が汚染状況

重点調査地域の指定を受けており、現在も指定の解除には至っておりません。これらの市町に

おいては、放射性物質汚染対処特措法に基づき、平成２４年度当初に除染実施計画を策定し、

当該計画に基づき除染が実施されてまいりました。 

  その進捗状況については、左下の表のとおりとなっております。環境省が四半期に一度調査

しております、進捗状況調査の結果によりますと、前回、第５回目の専門委員会議を開催いた

しました平成２７年２月末の時点では、「概ね完了」としていた市町は３市町でしたが、平成

２８年９月末時点では６市町に増えております。 

  現在、除染を継続中の市町は白石市と栗原市の２つの市のみとなっておりますが、そのうち

白石市では昨年１１月末までには計画に基づく除染等の措置は完了していることから、１２月

末時点での調査では「概ね完了」に移行する予定となっております。また、栗原市においても

今年の２月頃には除染等の措置を完了する予定としており、今年度末までに「概ね完了」もし

くは「完了」に移行する予定となっております。 

  「概ね完了」となっている市町では、公共施設等を中心に、除染実施箇所のモニタリングを

継続しておりますが、いずれも毎時０．２３マイクロシーベルトを下回っており、新たに除染

が必要となった箇所はございません。 

  なお、除染の進捗状況及びモニタリングの結果については、「放射能情報サイトみやぎ」に

おいて毎月公表しております。 

  次に、１９ページを御覧ください。 

  これまでに行ってまいりました線量低減対策への対応状況について御報告いたします。 
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  除染については、放射性物質汚染対処特措法により、国、県、市町村等が実施することとさ

れましたが、専門的な知識が必要とされることなどから、除染を円滑に推進するため、図に示

したとおりの推進体制を整備いたしました。 

  図の中央上になりますが、県では、平成２３年１２月２１日に、原子力安全対策課内に県職

員で構成する「除染支援チーム」を設置し、各市町の除染実施計画の策定への協力、国との連

絡調整、住民説明会への参加などの支援を行ってまいりました。 

  図の左側上になりますが、平成２４年２月２２日には、本日ご出席をいただいております石

井先生に「除染アドバイザー」に御就任いただき、除染研修会の講師や線量低減対策への御助

言をいただきました。石井先生にはこれまでの御協力に対し、この場をお借りいたしまして厚

くお礼申し上げます。 

  図の中央になりますが、平成２３年１２月２６日に、「除染対策連絡調整会議」を設置し、

幹事会や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まいり

ました。 

  続きまして、２０ページを御覧ください。 

  まず、資料左側になりますが、先ほど御説明いたしましたとおり、指定市町の円滑な除染を

推進するため、平成２３年１２月２１日に関係職員で構成する「除染支援チーム」を設置いた

しました。設置当初は除染実施計画の策定への協力、国との連絡調整会議のほか、住民説明会

への参加等、各種支援を行ってまいりました。除染が進むにつれ、下のグラフのとおり、派遣

回数・派遣人数ともに減少しております。一方、除去土壌等の処分、除染等の措置完了に当た

っての調整など、引き続き除染を進める上での課題は残っていることから、平成２８年度も継

続して支援チームを設置しております。 

  次に、除染アドバイザーの設置でございます。これも先ほど御説明いたしましたとおり、本

日出席されております石井先生から、県への助言及び指定市町への線量低減対策に関する御指

導等で御協力をいただきました。 

  なお、市町の除染が進んでまいりましたことなどから、平成２７年度までは委嘱をさせてい

ただいたものの、派遣実績がなくなりましたので、平成２８年度からは必要に応じて委嘱をさ

せていただくこととしております。 

  次に、環境審議会からの答申にも継続して対応すべきとされておりましたマイクロホットス

ポットへの対応についてでありますが、これまで県に対してマイクロホットスポットを確認し

たとの報告はございません。しかしながら、県民の不安を解消するため、測定器の配備等のマ
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イクロホットスポット対策を継続しており、この対策は当面継続する必要があるものと考えて

おります。 

  ２１ページを御覧ください。 

  除染に伴い、県内では平成２８年３月末時点で約２万８，０００㎥の除去土壌が発生いたし

ました。これらの除去土壌につきましては、国が処分方針を定めることとされており、その処

分基準が定められるまでの間、除染を行った現場又は市町が整備する仮置場において保管され

ることとなっております。平成２８年３月末時点では、除去土壌の半分以上は、除染を行った

現場に埋設するなどにより、現場保管がなされております。残りは、県内２７カ所の仮置場に

保管されております。 

  資料には、丸森町の仮置場と角田市の学校における現場保管の画像を掲載しておりますが、

いずれも環境省のガイドラインに基づき、適切な管理がなされております。 

  なお、除去土壌の処分方針については、先月の２０日に開催されました環境省の環境回復検

討会におきまして「除去土壌の処分に関する検討チーム」を新たに設置することが報告されて

おります。当検討チームによる検討がなされるのはこれからになるため、処分基準が示される

のはしばらく先になるものと見込まれております。 

  放射線量低減化対策についての説明は以上でございます。 

  なお、先ほど御説明いたしましたとおり、平成２９年３月末までには市町の除染実施計画に

基づく除染の措置が完了となる見通しであり、また、除去土壌・除染廃棄物の保管が適切にな

されていることが確認されておりますが、除去土壌等の速やかな処理がなされるよう、必要に

応じて国へ要望を行うなど、引き続き関係市町等と連携した取組を進めてまいりたいと考えて

おります。 

  続きまして、２２ページを御覧ください。 

  正確でわかりやすい情報発信について御説明いたします。 

  県では県民の放射線・放射能に関する不安の解消を図るため、様々な広報媒体を活用した情

報発信に取り組んでまいりました。その１つが、放射線・放射能に関する情報を一元化して提

供するポータルサイト、「放射能情報サイトみやぎ」による情報発信であります。このサイト

では、県内の空間放射線量率、農林水産物等の測定結果、出荷制限情報、よくある質問などを

迅速に提供しております。また、コンテンツの一部は、英語、中国語、韓国語の３カ国語でも

情報発信することなどにより、風評の払拭等にも努めております。 

  放射能情報サイトみやぎへのこれまでのアクセス件数と電話相談窓口受付件数をグラフで示



-13- 

しております。アクセス数、相談受付件数ともに年々減少しているものの、不安を抱いている

県民は未だにおりますことから、継続した情報発信が必要と考えております。 

  なお、インターネットを利用しない県民に対しても、広く情報が周知できるよう、県内全戸

配布されるみやぎ県政だよりへの記事掲載及び放射線・放射能に関する情報をまとめたパンフ

レットを作成・配布するなど、一層の理解の促進が図られるよう取り組んでまいりました。 

  続きまして、２３ページを御覧ください。 

  職員が地域住民や事業者の主催する会合に出向き、県政について説明を行う「みやぎ出前講

座」のメニューといたしまして、「放射線・放射能に関する講座」を実施し、県民の理解促進

に努めてまいりました。実施状況は右のグラフのとおりとなっておりますが、平成２４年度を

ピークに申込件数は大きく減少しております。 

  また、県民の放射線・放射能に対する不安の払拭と理解促進を図るため、専門家を講師に招

き、「放射線・放射能に関するセミナー」を実施しております。こちらについても、年々参加

者は減少しておりますが、平成２６年度からは主に土曜日に開催するなど、多くの県民の皆様

が受講できるよう工夫しております。 

  なお、今年度は、公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センターの室長であります宇野

賀津子先生を講師にお招きし、「放射線の影響と健康に生きていくために」というテーマで、

県内３カ所で開催いたしました。 

  ただいま御説明してまいりましたとおり、様々な機会を捉えまして、情報発信に努めてまい

りました。 

  それでは、これまでの取組状況のまとめと今後の方向性について御説明させていただきます。

２４ページを御覧ください。 

  平成２７年３月の環境審議会の答申を踏まえた取組の実現状況といたしましては、これまで

御説明いたしました「放射線・放射能に関する測定対策のあり方」、「除染を含む線量低減対

策の進め方」、「正確でわかりやすい情報発信」の３つに分けまして評価いたします。 

  まず、「放射線・放射能に関する測定体制のあり方」につきましては、各地点でのきめ細か

な測定により空間放射線量率が低減していることを確認しています。また、放射能濃度の測定

においても、測定結果に応じた適切な措置がなされているものと考えております。 

  次に、「除染を含む線量低減対策の進め方」につきましては、汚染状況重点調査地域に指定

されております８市町の除染措置完了の見通しが立っており、新たな除染の必要性がないこと、

また、その他の市町村からもマイクロホットスポットの報告がないことなどから、生活環境に



-14- 

おいては概ね毎時０．２３マイクロシーベルトを下回っているものと考えます。 

  最後に、「正確でわかりやすい情報発信」につきましては、「放射能情報サイトみやぎ」を

はじめ、様々な媒体を活用しながら情報発信に取り組んでまいりました。 

  以上のことから、生活環境において毎時０．２３マイクロシーベルトを超過する地点がない

ことが確認でき、県といたしましては、基本方針の目標であります「年間放射線量１ミリシー

ベルト以下の県土づくり」につきましては、概ね達成されたものと考えております。 

  ただし、基本方針の目標は概ね達成されたとしても、放射線・放射能対策といたしましては、

引き続き課題が残っているものと認識しております。 

  具体的な課題を挙げますと、測定関係におきましては、依然として出荷制限指示・自粛要請

のある食品や住民持込測定により基準値を超過する食品が存在することから、測定・検査・監

視の継続が必要であると考えます。 

  また、空間放射線量につきましても、生活環境圏外の森林などでは、一部線量の高い箇所も

見られます。それらが生活環境に影響を与えることがないよう、引き続きモニタリングを継続

する必要があります。 

  除染関係につきましては、除染廃棄物及び除去土壌の処理が残っております。また、除染で

発生したもの以外の放射能で汚染された廃棄物に関しましても、適切な処理が速やかに進めら

れるよう、支援してまいります。 

  正確でわかりやすい情報発信につきましては、これまでも行ってまいりましたが、放射線・

放射能に不安を抱える県民のさらなる不安払拭に向け、継続的な正しい情報の発信が必要と考

えます。 

  これらのことを踏まえまして、県といたしましては、今後の取組の方向性について、「放射

線・放射能の測定・検査・監視の継続」、「放射性物質に汚染された廃棄物等の速やかな処

理」に重点を置きまして、さらに正確でわかりやすい情報発信による県民の不安・払拭に努め

るなど、放射線・放射能対策の取組を継続してまいりたいと考えているところであります。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

○須藤座長 どうもご丁寧な御説明ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明でかなり今までの経緯を御報告いただいていますので、お忘れに

なったことやら、あるいはさらにここはどうかというような御質問も多分あろうかと思います

ので、最初にただいまの御説明に対して、委員の先生方から、御意見も含めてお伺いしたいと

思います。どうぞお願いいたします。長かったのでちょっと小考していただいて結構でござい
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ますが、こういう人数の少ない専門委員会議でございますので、全員の先生から御発言をいた

だきたいと思いますので、名簿の順でなんですが石塚先生から、思い付かれることがあったら

御意見いただきたいと思います。どうぞ。 

○石塚委員 今おっしゃられたこと、大変立派にしっかりと対策をされてこられたということで、

それも非常に継続的にやってこられたという気がいたします。また、特に私なんかは気になり

ますのは、やはり県民の方々に情報はちゃんと行き渡っているかどうかというところが非常に

大きなところでありますが、それもしっかりやられて、目標とする安心するに資するかという

ことをしっかりできているなという感じも今思ったところでございます。とりあえずはこんな

ところでございます。 

○須藤座長 ありがとうございます。しばらく我々も休んでいましたので、もう１回思い出して

いただいて、先生のお考えとしてはよくやっていたなと、こういうことのようでございます。 

  井上先生、どうぞ。 

○井上委員 今、石塚先生から御発言ありましたように、非常によくやられておられるというこ

とと、その努力の甲斐もあって数値も非常にいい値のほうに来ているというふうに思います。 

  ちょっと非常に細かいところで２、３質問させていただきたいのですけれども、１つは航空

機のモニタリングの結果で、これももう１年以上前の結果だとは思いますが、やはりまだ県南

のごく一部のところではこのデータだとやはり毎時０．２から０．５マイクロシーベルトの範

囲のところが少し残っていると。恐らくここはほとんど生活圏ではないということだとは思う

のですが、その一方でこの辺の実際に生活圏ではない、多分、森林、山林のところのモニタリ

ングとかというのはやられておられるのかなと。もしその辺の数字があったら参考程度で構い

ませんので教えていただければというのが１点でございます。 

  それから、例えば農林水産物で放射性セシウムの総量で１キログラム当たり１００ベクレル

を超過したかどうかというところで情報発信いただき、これで全く問題ないと思うんですが、

もしお手元に数値があれば、そのセシウム１３４と１３７の比率がどうなっているのかという

ことを一応参考までに教えていただければというふうに思います。ちょっと気になるのは、例

えばキノコとかでその比率がちょっとほかのものと違っていないかどうかとか、そういったと

ころがちょっと気になるというところでの質問です。 

○須藤座長 それでは一回りしたところで質問にお答えになってください。それでまたさらに追

加があったら、その後でということにしますので。 

  それでは、西村先生、どうぞ。 
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○西村委員 全体的に適切に対策を進められているということを理解させていただきました。２

点ほど気になるところをちょっと質問させていただきます。 

  最初は、１１ページでどうしても林産物に関しては基準値を超過するものが今も出ているよ

うですが、平成２７年度に４１件超過ということになるのでしょうか。何となくそれまでに比

べて、その前２年に比べても少し増えた感じで、多分これは件数が増えているということにも

関連するのだとは思うのですけれども、何で増えたか、多分こういうようなところに非常に現

場の方がお困りだと思うので、ちょっと理由とか、もし把握されていることがあれば教えてく

ださい。 

  あと、１６ページですが、全般的に全ての数字が低下傾向なところで、左側の河川敷の平均

という赤いグラフが、減っているというよりは横ばいという形でもありますので、数字として

もなんですが、傾向としてちょっと気になるので、これに関してもちょっと理由がもしお分か

りであれば教えていただければと思います。 

  以上です。 

○須藤座長 それでは、石井先生ですが、石井先生にはもう本当に一方ならぬお世話をいただき、

この達成の中でも大きな役割を果たしていただいたことをまずは座長としても感謝を申し上げ

たい。石井先生に御発言いただきたいと思います。 

○石井委員 原因としては、宮城県はすごく頑張ってくれたということもあるのですが、セシウ

ム１３４の量が４分の１ぐらいになってしまったので、放射線の空間線量としては２分の１に

なり、この効果は大変大きく、このおかげでほとんどの場所が毎時０．２３マイクロシーベル

ト以下になったということが大きいかと思います。 

  事故の当初は、ヨウ素１３１の線量が約１カ月間位、非常に高かったのですが、１カ月ぐら

いですぐ減衰し、その後もセシウム１３４の線量が徐々に減衰していき、現在の値になってお

ります。 

  先ほどの、山の空間線量が高いという井上先生のご意見に関しては、おそらく県の方が答え

られると思いますが、専門家の立場で説明します。飛行機で測るのと車で測るのとは違います。

飛行機で測る場合は、山の中全体から来る放射線を測ります。ただし、木々の吸収、地形の違

いによる精度の問題もあります。 

  一方、車で測る場合は人が行けるところなので除染してあり、当然低くなっている。高いと

ころでも、フィルムバッチを着けて実効的にはどうなるかというと、伊達市が示したように、

例えば年間１ミリシーベルト以上を超えると予想される場所でも、実際の年間被ばく線量は１
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ミリシーベルト以下となることが分かりました。 

  このような結果から、予想被ばく線量が実際に人体に与える線量より低いことを考えると、

宮城県は年間被ばく線量１ミリシーベルト以下が達成できていると思われます。 

  一方、食品について１キログラム当たり１００ベクレル以下という制限は、体外被ばく線量

年間１ミリシーベルトとは異なり、内部被ばく線量に関係しております。現在、問題になって

いるのは、山の中で採れるもの、特にキノコは基準値を超過しています。 

  このような問題がありますが、それも徐々に減っていることは確かで、資料には、そのこと

もきちんとまとめているなと思いました。しかし、確認検査をしっかりと行っていく必要があ

ると思います。また、放射性セシウムの比放射能を基準値以下、例えば１キログラム当たり５

０ベクレル以下のものしか合格にしていないという検査も、それはそれでいいと思うのですが、

実際、１キログラム当たり５０ベクレル以下というと、それはカリウム４０のような自然の放

射性物質からの影響と同程度であることを、皆さんに伝えていかなければいけないと思います。

カリウム４０のような放射性物質は世の中に多くありまして、例えば、ビスマス２１４などは

雨が降ると検出されます。要するに我々は、このような自然環境の中に居ます。２００ベクレ

ル、３００ベクレルに汚染された食品でも絶えず食さない限り大丈夫かと思われます。こうい

う知識も今後必要になってくるのではないかなと思います。 

  つまり、放射能がゼロでなければだめという考えに対して、自然の放射性物質の放射能がゼ

ロにならないことを理解しておく必要があります。今後は、セシウム１３７が主で、セシウム

１３４は少なくなっていく状況に対応して行く必要があると思います。 

  山の除染は大変なので現実的には無理だと思います。それでは、どうすればいいのか、調べ

たところ、山の空間線量はそんなに減少しないけれども、生えてくるものの比放射能が減って

きている場合がありました。タケノコは、事故当時汚染された竹から生えてくるものは高いけ

れども、新しく生えた新しい竹から生えてきたタケノコは１キログラム当たり１００ベクレル

以下になっています。 

  ほだ木については、県の農林水産部と調べたことがあり、汚染された木は今でも汚染された

ままであり、なかなか落ちませんでした。従って、そのような木をほだ木に直接使うのは考え

直して、新たな木を育ていくなどの努力で山の問題を段々と改善していくべきかと思います。 

○須藤座長 どうも石井先生、ありがとうございました。 

  何人かの先生の御質問がありましたのでお答えいただきますが、ちょっと私も西村先生とダ

ブるのですが、河川敷のものがちょっと気にはなっていたのですが、福島県の多分阿武隈水系
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といったら宮城県の河川敷も高かったような記憶もあるのですが、そういうことも含めて順番

にどうぞお答えください。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） まず、井上先生の航空機の関係でございます。モニタリ

ング、仙南でやっているのかということでございますけれども、県の林業振興課の森林整備実

証事業という事業がございまして、この中で宮城県の森林の状況を調査しておるということで、

３３の市町村で空間線量率の調査、これは３０９カ所ということでございますけれども、５キ

ロメッシュに区切って空間線量を測っておるということを聞いております。ただ、その具体的

な数値がいくつなのかというのは、すみません、私のほうでちょっと今手元に持っておりませ

んのでお答えできませんけれども、森林のほうの調査ということでは５キロメッシュごとにや

っておるということでございます。 

  またそれから、セシウムの１３４、１３７の内訳でございますけれども……。 

○須藤座長 具体的な数字がわかれば。例でもいいから。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 住民の持込検査につきましては各市町から定期的に報告

が上がってまいりまして、１キログラム当たり１００ベクレルを超えたものについての数値等

を見ますと、１対４ないし５、４から５ということになっているようでございます。 

○須藤座長 それが変化はあまりしていないのですね。出たところの比率が上がったとか。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 変わっているというところですか。 

○須藤座長 傾向はないのね、あまり。 

○石井委員 ちょっとコメントします。放射性セシウムが散ったときに、セシウム１３７と１３

４の比率は、放射能として、我々が測ったときは１対０．８ぐらいだったんですけれども、ほ

ぼ１対１と思っていいと思います。この比はどこでも同じで、ある場所では１対２、別の場所

では１対０．５とかというような違いはなくて、福島県にしても宮城県にしても同じです。 

  セシウム１３７は３０年経つと、半分になるので、まだまだ減りません。単純に計算すると、

０．６９２掛ける５年割る３０年が０．１ですから、５年間で約１０％位減ったかなと考えら

れます。 

  ところが、セシウム１３４は、２年経つと２分の１になるので、４年経つと４分の１になっ

て、現在５年経っているのでもう少し低くなっています。従って、セシウム１３４の影響は少

ないというふうに考えたほうが良いと思います。測定をすると確認はできるけれども、圧倒的

に１３７の寄与がメインなので、それに対する対応策を考えるべきかと思います。 

  従って、これから県の対策も、これからは３０年経たない限り半分にならないですから、そ
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ういう長期的な視点に立って監視していかなくてはいけないと思います。ただし、空間線量は

低いですから過敏にあれこれする必要はないと思います。 

○須藤座長 では、続けてください。 

○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、先生。 

  それから、西村先生から御質問のありました１１ページの超過、４１件、多いんじゃないの

ということでございましたけれども、毎年測定計画を作っておりますけれども、やはり県のほ

うでも濃度が高いものを中心に測るという傾向、低いものはあまり測らないという傾向で、そ

ういった意味でオーバーする件数が増えているということでございます。 

  また、河川敷の傾向としての何か理由があるかということでございますけれども、済みませ

ん、本日担当課の環境対策課のほうの方が来ておりますので、ちょっとここでコメントをお願

いしたいと思います。 

○須藤座長 では、どうぞ、環境対策課。 

○遠藤環境対策課技術副参事兼技術補佐（総括） 環境対策課遠藤と申します。河川敷の土壌が

経過傾向を示さず横ばい傾向にあるという御指摘についての理由でございますけれども、県内

において河川敷等々の放射性物質濃度については、ご指摘のありましたとおり、県南の阿武隈

川水域で比較的高い傾向にございます。 

  河川の底質であれば下流に流されるという傾向があるのですけれども、河川敷の土壌が下流

に流されるということはあまり想定されないので、結果として理由としては全般にあまりわか

らないというのが現状なのですけれども、ただし、発災直後に比べますと、今回の資料にはお

示ししていませんけれども、１キログラム当たり３，０００ベクレルを超えるような地点は明

らかに減少しているという傾向はございますので、そういうことで減少傾向にあるという要素

はあるということは言えるかと思います。 

○須藤座長 ありがとうございました。 

  それでは、あと農産物の件。 

○西村委員 すみません、今の件で上流から流れ込んできているのが蓄積しているということで

はないんですか。 

○遠藤環境対策課技術副参事兼技術補佐（総括） 河川の底質であれば上流から蓄積ということ

も考えられるのですけれども、河川敷で実際に水がかぶらないようなところで調査をしており

ますので、その土壌が福島から下流のほうに流れるということもあまり想定されないというこ

とです。 
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○石井委員 ちょっとコメントしてもよろしいですか。 

○須藤座長 いいですよ、先生から。 

○石井委員 実は井上先生の弟子の○○君と私はそのことを今研究しています。飯舘村に川があ

り、それは阿武隈川に流れていないけれども、状況は同じと思っています。汚染地帯から汚染

土壌は川を下って河川敷にやって来ます。このとき、セシウム１３７は粘土にほとんどが吸着

しております。粘土は小さくなっていき５ミクロンとか小さくなると、雨が降るとほとんど海

に流されます。川の濁流がそれです。川を下って、そのまま海に流されてしまう場合、余り河

川敷に影響はないと思われます。 

  ところが、粒子が大きい場合、川底、縁に積もります。２０１１年の事故の後、大雨が降り、

そのときに亘理の河川敷一帯を福島から来た泥が覆って、空間線量が毎時０．３マイクロシー

ベルトまで上がり、天地返ししたことがあります。 

  飯舘村でも見られましたけれども、川の底に積もった砂利の粒径は大きく、結構軽く、大雨

が降ると一挙に流れ出されます。阿武隈川も同じことになるものと思われ、長い時間をかけて、

それらが来たとしても、粒径が大きいので比放射能は低いと考えられます。 

  ほとんどセシウム１３４はないので、元々あった汚染土壌の量が減らない限り、大体一定に

なっているという現象が起こっているものと思います。 

  汚染土壌が減っていくということは福島の汚染土壌も減っているということになります。セ

シウム１３４は放射能が４分の１から５分の１程度ですので、汚染土壌の放射能はセシウム１

３７で主に変化します。それで、１キログラム当たり３，０００ベクレルぐらいで済んでいる

かと思います。流出される汚染土壌の粒径が小さくなると、１キログラム当たり８，０００ベ

クレルまで上がってしまう可能性もありますが。 

○須藤座長 確かに先生、発生源としてはその場所ではなくて、阿武隈川水系の上流のほうから。 

○石井委員 そうです。そこからきている。 

○須藤座長 それで、そこで止まっていると。そういう感じでよろしいんですね。 

○石井委員 そうです。もともと亘理は測ってみると毎時０.０５マイクロシーベルトだったの

が、その汚染土壌が来たとき、毎時０．３から０．５マイクロシーベルトまで上がりました。

これは福島からやってきたものです。 

○須藤座長 井上先生、その辺はご承認していただきましたか。今の。先生、特にそこは強調さ

れていたと思いますので。よろしいですか。さらに御質問があれば。 

○井上委員 いや、何でかなという、そこのあれで。 
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○須藤座長 なので、今の御説明で。 

○井上委員 はい。 

○石井委員 今、○○君が論文にまとめています。 

○須藤座長 それから、あとは残っているのは。まだあったんじゃないですか。林産物のところ

かな。はい、どうぞ。西村先生の最初の質問。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） お答えさせていただきます。 

○須藤座長 ちょっともう石井先生のコメントで大体教えていただいているんで特にないかと思

いますが、さらに全体を通してまだここをお聞きしたいということがあればどんどんおっしゃ

ってください。今度は順番じゃなくて結構でございます。 

○井上委員 ちょっと先ほどもう１つあった事項なんですけれども、除去土壌に関してですけれ

ども、国の方針が定まらないのでなかなか先に進めないという状況はよくわかるんですけれど

も、その一方で半分はいわゆる現場というか、地下保管で、残り半分はまだ仮置きという状態

で、昨今のいろいろな福島のあたりの状況をちょっと報道とかで見ると結構フレコンの袋が切

れて漏れたりとか、いろいろなことが起きているようなんですけれども、その辺のモニタリン

グですとか、そこまでいかなくても状況とかというのは宮城県内のほうで特に問題は起きてい

ないのでしょうか。 

  あるいは、もし例えば一応仮置きの場合にはモニタリングをするようなイメージで書かれて

いますけれども、その辺もし実際やられているとしたらどのような状況になっているのか教え

ていただきたいということも。 

○須藤座長 仮置きしている現場でどういう状況かというような御質問ですが。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 仮置場につきましては、丸森町を中心に丸森に２５カ所

仮置場がございます。そこは環境省の指針によってきちっと保管をされておりまして、柵をし

て覆土して、あと看板を掲げて住民が近寄らないようにしておるということになってございま

す。そういったところにおきましても、丸森町のほうで空間線量を定期的に測定しておるとい

うことで、他の地域、通常の地域と比べても差異がないというふうなことは確認してございま

す。 

○須藤座長 井上先生のほう、よろしいですか。 

○事務局（阿部環境生活部次長） １つ補足させていただいてよろしいですか。 

○須藤座長 どうぞ、次長、どうぞ。 

○事務局（阿部環境生活部次長） 昨年までの担当課長だったので、その辺も含めて御説明とい
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いますか、補足させていただきますと、宮城県の場合、除染がほとんど昨年度中に終了いたし

ましたので、福島のように要するにフレコンバックで置いておかれるという状態がない。福島

の場合は置いたものをさらにどこかへ持っていくという前堤で、その上に何もかけていない状

況でしたので、フレコンバックがそのまま……。 

○須藤座長 破れていましたね。 

○事務局（阿部環境生活部次長） 放置している状況ですけれども、宮城県の場合にはここにご

ざいますように、特に２１ページの左下の図面にありますように、きちんと覆土をして、さら

にその上をシートで覆っておりますので、経時につきましても余り影響がないというようには

考えております。なので、宮城県内では福島で見られるようなフレコンの劣化とかによる露出

というのは今のところ観測はされておりません。 

○須藤座長 そうしますと、フレコンに入っていて、上は覆土されていると理解してよろしいん

ですね。私も福島県に行って何回か見ておりますが、これが山積みになっている部分というの

は結構ありますよね。 

○事務局（阿部環境生活部次長） ありますね。 

○須藤座長 ああいう状況でところどころ切れたり、そういうものを見ていて心配はしていたん

ですが、我が県にはそういうものは一切ないという理解でまずよろしいですか。 

○事務局（阿部環境生活部次長） はい。 

○須藤座長 ありがとうございます。 

 それでは、石井先生、どうぞ。 

○石井委員 質問ですが、宮城県の２万８，０００㎥はほとんどが２０１２年に除染したものだ

と思います。そうすると、当時，毎時０．２３マイクロシーベルトを超えていた場所のものと

思われます。セシウム１３４が減ったので、放射能は今半分に減っています。例えば、１キロ

グラム当たり１万６，０００ベクレルが８，０００ベクレルになっている可能性が高い。そう

なってくると、指定廃棄物の扱いとしなくても良いということになってきます。つまり、１０

万ベクレルのものとは扱いが違うことになります。このへんを今後どういうふうに対応してい

くか考慮したほうがいいのではないかと思います。要するに放射能が減っているものが多いし、

去年毎時０．２３マイクロシーベルトを超えた場所の土壌は未だ同程度と考えられ、これらの

取り扱いも区別していく必要があります。ホットスポットは高いですが量は多くないので、こ

れらの管理も別に取り扱う必要があります。一方、宮城県の場合、２０１２年頃取り除いた土

壌の中で放射能が結構下がっているものが多いのではないかと予測されます。 



-23- 

  少し気になったのが、水の測定の結果で、これは西村先生も言っていたのですが、「水の検

査をして何ベクレルかあった。」という説明がどこかで為されたと思いますが。１７ページで

すか。最大値１キログラム当たり２６１ベクレルというのは去年の８月に測った値でしょう

か？ このときの測定状況は、イオンとして測ったのか、微粒子の粘土が混入した状態で測っ

たのかでは大きな違いがあります。 

  イオンの場合、それを飲むと直接体に摂取されます。私の経験では、水中にイオンでいる状

態はほとんどなく、ほとんど粒子に付着しています。だから、ここに書いてある２６１ベクレ

ルはイオンでなくて小さな粘土ではないか、その辺をちょっと教えてもらいたいです。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 今１７ページ、石井先生おっしゃいました、これ１キロ

グラム当たり２６１ベクレルについては浄水の発生土ということで、汚泥ということでござい

ます。 

○石井委員 ああ、汚泥ですか、これは水ではない。では、当然ですね。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 先ほど申し上げましたように、以前南部山浄水場は３万

を超えておったベクレル数だったんですけれども、名取市の高舘浄水場で２６１ということで、

これは浄水発生土、処理後の汚泥。 

○石井委員 土壌、汚泥ですね。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 浄水汚泥ということでございます。 

○石井委員 ちょっと勘違いしました。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） あと１点よろしいでしょうか。 

○石井委員 水は測っていないんですか。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 水は測っていますけれども。 

○須藤座長 水は測っているけれどもみんな不検出。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 検出されたことがない。 

○石井委員 １ベクレル以下でしょうね。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） はい。 

○石井委員 ２０１１年当初からそうだったので出る訳ないと思っていました。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） これは浄水発生土です。 

○石井委員 僕がちょっと勘違いしました。 

○須藤座長 浄水汚泥。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） あと、先ほど石井先生からコメントのございました汚染
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土壌の件でございますけれども、国のほうでは汚染土壌と除染廃棄物を分けて法律をつくって

おります。それで、先ほど説明の中で申し上げましたように、汚染土壌につきましては廃棄物

ではございませんので、今後どのようにそれを活用するのか、今まさに環境省のほうで去年の

１２月２０日から検討チームを立ち上げまして、そういった土の処分といいますか、処理基準

をまさにつくろうとしておりますということです。 

  ただ、一部情報においては処理というよりも適正保管になるのではないかという情報も入っ

てございますけれども、その国の検討会の内容が今後議論されていきまして我々のほうに示さ

れるのかなというふうなことでございます。 

  それから、除染の廃棄物につきましては、先生おっしゃいましたように１キログラム当たり

８，０００ベクレルを超えれば当該市町、丸森の場合が多いんですけれども、やはり指定廃棄

物として申請すれば指定廃棄物になりまして国が処理しますと。８，０００以下であれば当該

市町が処理するということになりますが、実はこの除染廃棄物、汚染土壌につきまして現時点

で１キログラム当たりのベクレル数というデータがないという現状でございます。環境省の除

染チームのほうでは空間線量が０．２３を超えている部分については除染をしなさいという計

画ですので、濃度を測って除染しなさいということではなかったものですから、そういったデ

ータがもし今後必要であれば国と相談しながら対応していかなければならないのかなというふ

うに思ってございます。 

○須藤座長 ありがとうございました。 

  ほか、よろしいでしょうか。 

○石井委員 コメントをいいですか。実は２０１１年に県と丸森の土壌の放射能を測っています。

測り方があり、深さを変えて採取して測定しました。桜がまだ見えていたような気がしますの

で、時期は５月の初め頃かと思います。震災があってからまだ２カ月もたっていないという時

で、放射性物質は大体地表面から５ミリ以内にありました。このことを、県と一緒に発表しま

した。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） ５センチ。 

○石井委員 ５ミリです。５ミリ以下では放射性物質はほとんど染み込んでいなかったようです。

そこで、５ミリの厚さで土を取り去りました。一方、国の方針は厚さ５センチの除去でした。

我々の場合、量が少なくて放射能が高いので、１キログラム当たりのベクレルは大きくなるわ

けです。たしか１キログラム当たり１万ベクレルあったかと思います。空間線量はセシウム１

３４からの放射線の寄与が大きかった。現在、放射能は低くなっています。従って、それが現
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在では１キログラム当たり５，０００ベクレルぐらいになっているかと考えられます。このこ

とは、測ってみるのが一番確かで、汚染土壌の土嚢から１個袋取り出して測れば確認できます。 

○須藤座長 どうもありがとうございます。 

  では、私もついでに。今の問題、先生おっしゃっている問題、例えば下水汚泥、さっき浄水

汚泥の話があったんだけれども、下水汚泥なんかがあったら、その当時は高かったわけですよ

ね。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） はい。 

○須藤座長 だけれども、それはそれこそ保管してフレコンバック、ここの下水道はどうなって

いるかな。フレコンバックで保管しているんでしょう、多分まだ。下水汚泥の場合は。当初の

ものですよ。下水汚泥は高かったですよね。 

○石井委員 特に仙台市が高かった。 

○須藤座長 それは私もほかの県で仕事をしていたので、その辺理解しているんで。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） すみません、正確ではないかもしれませんけれども、浄

水汚泥とか下水汚泥につきましては定期というか、計画的に確か大和町にあります小鶴沢処分

場のほうにお願いして埋め立て処分している……。 

○須藤座長 埋設処分しているんですよね。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） ということだと思います。 

○須藤座長 それを測っていただく。先生がおっしゃっているのは土壌とその辺変わらないわけ

だから、成分的には。汚染土壌と。ですから、傾向はわかるんじゃないでしょうかということ

だけ申し上げておきます。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） ありがとうございます。 

○須藤座長 では、どうぞ、次にお答えになってください。いいですか、そのくらいで。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） はい。 

○須藤座長 いいですか。それでは、大分時間も経過をしてまいりましたが、本日のいろいろ皆

さんから報告いただいた件については、今月の１６日に開催されます環境審議会において報告

がなされると私は理解をしています。また、ここでの活発な議論についてもさらに取り組んで

いただき、その環境審議会においてもこれの議論を反映させていただければと思っております。 

  今後のスケジュールやこの件に関して事務局から何かございますでしょうか。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） それでは、私のほうから御説明させていただきます。 

  本日ご確認いただきました県の取組状況につきましては、須藤委員からもお話がありました
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とおり、今月１６日に開催されます環境審議会に私のほうから御報告させていただきます。 

  また、今後の放射能対策専門委員会議の取扱いについてでございますが、当専門委員会議に

つきましては平成２３年１２月２６日に設置させていただき、県からの諮問に基づき専門的見

地から様々な御意見、ご助言を頂戴してまいりました。平成２７年３月３１日付でその答申を

いただいておりますこと、また、本日御報告いたしましたとおり、基本方針において目標とし

ておりました年間放射線量１ミリシーベルト以下の県土づくりが概ね達成されたと考えられま

すことから、当委員会議における調査は終了させていただくこととし、３月末を目途に村井知

事のほうからご解職の辞令を送付させていただきたいと考えてございます。 

  また、今後、県の放射線・放射能対策について調査すべき専門的事項が生じた際には、須藤

会長にご相談しながら環境審議会条例に基づき改めて専門委員を置くことにしたいと考えてお

ります。 

  委員の皆様には長きにわたりご助言、御協力を賜り大変ありがとうございました。 

  以上でございます。 

○須藤座長 どうも御説明ありがとうございました。先生方、本当にご尽力いただき、特に石井

先生には日々ご指導をいただいたようでございますので、改めてまたここで感謝を申し上げた

いと思います。 

  一応ここでの議論はとりあえずは一区切りついたという理解で、先生方にこれから何もお願

いしないという意味ではないんですよね。ただ、委員会としての一区切りついたと、こういう

ご理解でよろしいわけですね。そういう理解で委員の先生方、どうぞ御質問がなければこれを

もって環境審議会に報告をして第一段階は閉じたいと、こういうふうに考えております。よろ

しゅうございましょうか。 

  それでは、委員の皆様から何かございませんでしたら今後の対応についてもう１回事務局か

ら改めてまとめていただけますか。もうこれでいいですか。どうぞ。 

○井上委員 １点だけ今までの話ということで結構で、お願いといいますか、多分モニタリング

というのはかなり長期にならざるを得ないというような結果だとも思います。なので、そのモ

ニタリングのときにずっとデータ蓄積されていくわけですけれども、できるだけ戦略的という

か、なぜそういう状況になっているのかというような視点を入れていただいて、そういうよう

なことによって少しでも安心・安全が確保されるというようなところにつながるように工夫し

ていただきたいなと。今日のでいうと、林産物ですか。 

○須藤座長 そうですね。 
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○井上委員 というものもまだ高いままなのかということがきちっと説明できると、県民として

は非常に安心ですよね。先ほどの河川敷もそうなんですが、何で下がらないのかなと。これは

こういう理由ですよ、というようなことをきちっと説明していただくというのが、非常に安

全・安心を確保するのに大事なのではないかということと、結局もう何十年もモニタリングし

なくてはいけないのであれば、やはり……。 

○須藤座長 戦略的にやって。 

○井上委員 どこかでめり張りをつけませんと、もうずっとデータをとるのは非常に大事なんで

すけれども、やはり大変なことでもありますし、そこのところでしっかりと、ここは大事だか

ら重点的にと、ここのところは今までの様子を見ると、少しもうちょっと簡単にモニタリング

してもいいんじゃないかと、そういうようなことを考え、いずれやっていかないと大変じゃな

いかなということで、これはコメントですので。 

○須藤座長 それに関連して、結果としては最終的には県民の不安を払拭しなくてはいけないの

で、この活動はこの委員会ということではなくて、県庁のほうからの発信は丁寧にやっていた

だいて、いろいろの勉強会なんか含めて払拭を図るというような努力は重ねていただきたいと

思います。よろしゅうございますか。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） はい、ありがとうございます。 

○石井委員 ちょっといいですか。 

○須藤座長 はい、どうぞ。 

○石井委員 今、井上先生がいいコメントを言ってくれました。実は、畑とか田んぼからの農産

物は殆どもう１キログラム当たり１００ベクレルを超えるものはないと思います。米の場合、

福島県は全袋検査しています。現在、１，０００万袋測って、１００ベクレルを超えるものは

ありません。ところが、山の中のものはそうはいかない。山の生産物は時々高いものが出ます。

デパートなどで抜き打ち検査をして基準値を超えた場合、他の多くの農家の生産物が基準値以

下でも、生産地域の農家全部が出荷制限を受けることになり、農家に損害を与えてしまいます。

丸森町のほうからタケノコを何とかしたいというので、行って調べることにしました。 

 丸森町でタケノコの放射能を測ってみると、やはり１００ベクレルを超えるものが有りました。

そこで、福島の米と同じように全タケノコを測定し、１キログラム当たり５０ベクレル以下の

ものを合格とするようにしました。従って、市場には、１キログラム当たり１００ベクレルを

超えるものは基本的に出荷されないようになっています。 

  キノコに対しても同じような検査をすれば、農林業が復興していくかと思います。 
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  丸森町のタケノコのケースは、宮城県の要望で行ったけれども、又、加美町のやくらい土産

センターでの検査も宮城県の要望で行っており、うまくいっています。更に、農作物の検査が

白石市で、魚の検査が石巻港、女川港で行われており、みんなうまくいっているようです。従

って、丸ごと測ったものを出荷していくというのは重要かと思います。 

○須藤座長 そうですね。 

○石井委員 このようにすると、県民のやる気が出てくるかと思われます。今は採っても測ると

アウトで売れないかなと思ってしまう。それゆえ、丸ごと検査して出荷するような体制を今後

検討した方が良いと思います。金はかかりますが、小さい装置はそんなにかからないです。ベ

ルトコンベア式のものはちょっとお金がかかります。 

○須藤座長 事務局、どうぞ。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 本日は農林水産部のほうの職員は出席しておりませんが、

恐らくこういう質問が出るだろうというふうなことでちょっと預かってきたものがございまし

て、実は原木シイタケ、露地栽培等については出荷制限がかかっている部分がありますけれど

も、栽培管理基準とかということで県のほうが認めれば、それを国に申請して解除していただ

けるということで、解除されて市場に流通するような栽培方法を、林業普及指導員という方が

いらっしゃるんだそうですけれども、そういった方を中心に指導しながら活動しているという

ことでございますので、それもただいま石井先生から言われましたことも農林水産部のほうに

伝えて今後多く生産できるようになっていければということで、それは私のほうから農林水産

部のほうに伝えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○石井委員 丸森町には、３カ所に当該の装置を置いて行っています。それを有効に使っており、

やはりキノコの場合は基準値を超えてしまうそうです。売れる売れないの判断にうまく活用し

ているので、この検査方法をもっとほかのところにも広めていけばいいと思います。宮城県は

そんな感じで結構うまく行っています。 

  福島市では、福島市内の二十何カ所で丸ごと検査をしていて、一般の住民の食品を行ってい

ます。宮城県はそれほど大規模に行う必要はないと考えます。 

  ただ、キノコの移行係数は１以上のため、今後も山の中にあるキノコは１キログラム当たり

数百ベクレルあるものが出ます。原木は放射能が減ってきて１キログラム当たり１００ベクレ

ル以下のものもが出てくるので、この辺をしっかり把握していくのも一つの方策かと思います。

現在丸ごと検査は丸森町と白石とかでしか行っていないけれども、ほかのところも必要ならば

取り入れて行ったらどうかと思います。それによって、出荷の種類も増えていくものと思われ
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ます。 

○須藤座長 どうもありがとうございました。先生から最後、正確でわかりやすいきめ細かな情

報発信をしてほしいという、それがただ単なるリスクを増大するような不安にならないように

努力してほしいということでございましたので、それの努力を重ねていただきたい。それで、

原子力安全対策課だけじゃなくて、県庁内でそういうふうにならないと職員が扱っているもの

が違いますから、そのようにお願いしたいと思います。 

  大体議論がこれで終了できると思いますので、あとは司会を事務局のほうにお返しをいたし

ます。 

○事務局（阿部原子力安全対策課長） 須藤委員、ありがとうございました。 

 

   ４．閉 会 

〇司会 それでは、閉会に当たりまして次長の阿部よりお礼のご挨拶を申し上げます。 

○阿部環境生活部次長 本日は長時間にわたり御意見、ご助言賜り、大変ありがとうございまし

た。また、先ほど課長の阿部からも申し上げましたとおり、専門委員の皆様におかれましては、

５年間という長期間にわたりまして、放射能対策専門委員をお務めいただき、まことにありが

とうございました。 

  本来であれば知事が出席して皆様にご挨拶すべきところでございましたが、ほかの公務によ

り出席することが叶いませんでしたので、知事に代わりまして厚く御礼を申し上げさせていた

だきます。 

  本日、会議の中でも御説明させていただきましたとおり、県内の空間放射線量はほぼ平常の

状況に戻りました。ただ、そうはなりましたものの、風評を含め県民の安心という部分を中心

に依然として福島第一原発事故による放射線・放射能の被害は収束していないと認識はしてお

ります。 

  県といたしましては、今、西村先生からもご助言いただきましたとおり、これまでの会議や

委員の皆様方からいただきました様々な御意見、それからあと戦略的な視点というお話もござ

いましたが、こういったものを踏まえながら引き続き放射線・放射能対策に全力で取り組んで

まいる所存であります。委員の皆様方には重ねて御礼の言葉を申し上げ、この会議を閉じさせ

ていただきます。５年間本当にありがとうございました。 

○須藤座長 先生方、どうもお力添えありがとうございました。 

○司会 以上をもちまして、第６回宮城県環境審議会放射能対策専門委員会議を終了いたします。
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本日はありがとうございました。 


