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除染土壌の再利用方針（福島県内）

• 目的…最終処分が必要となる除染土壌の量を減少させる

• 対象…福島県内で発生した除染などにより発生した土壌・廃棄
物など2,200万m3（2015年1月時点における推定）のうち、
8,000Bq/kg以下の土壌約1000万m3

• 環境省「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検
討会」で2015年7月より検討開始。

• 用途先の例…道路・鉄道・海岸防災林・防潮堤の盛土材、廃棄
物処分場の最終覆土材、中間覆土材、土地造成・水面埋立の埋
め立て材、農地の嵩上げ材など
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環境省「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」資料より 4



環境省「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」資料より 5



南相馬小高地区では常磐自動車道
の拡幅工事に…
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地元の羽倉行政区長は…

「原発事故に伴う小高区の避難指示が２０１６年夏にほぼ全域で
解除され、地区住民が戻りつつある中、再利用されたら若者は帰
らない。風評も心配だ」

「汚染土は、当初３～５年で仮置き場から中間貯蔵施設に運ぶと
いう約束だったが、８年近くたっても守られていない。実証とい
うが、一度使ったら永久に置かれる懸念がある」

→地元の羽倉（はのくら）行政区は2月3日、緊急役員会を開き、
地区として反対することを全員一致で決めた。

（河北新報）
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二本松市では市民が撃退！
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二本松市原セ才
木地区

200メートルくら
いの農道を掘削
し、近くの仮置
き場に積まれた
除染土500袋を、
袋から出して路
床材として埋め、
50cm程度の覆土
を行う
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二本松市原セ才木地
区
除染土仮置き場
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住民目線での経緯①

• 計画が持ち上がったのは昨年末の12月。ごく限られた範囲の住
民にしか知らされなかった。（地区21戸中９戸）

• 二本松市の市民が説明会のやり直しを求め、環境省福島事務所
に事業の白紙撤回を求める申し入れ。

• 3月には、政野淳子さんを講師にした学習会と意見交換会

• 3月末には環境省が業者と契約

• 住民たちは「ふるさとを汚すな！STOP!汚染土再利用」のノボ
リ旗を100本設置。

• 「白紙撤回を求めます」のチラシを市内全域各戸に配布。
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住民目線での経緯②
• 4月18日には、環境省がより広い範囲の住民も参加できる説明会
をやり直した。反対意見が相次いだ。

• 5月になり、近くの家畜用飼料を手掛ける生産組合への取引見直
しの動きがでるという「実害」が発生していることが明らかに。

• 6月11日、FoE Japan主催の環境省交渉に
「みんなの会」からも参加。

• 6月25日、環境省は二本松市長に対して、
「風評被害への懸念など多数のご意見をい
ただいたことを踏まえ、請負業者との契約
解除に向け調整することとしたい」「事業
計画を再検討することとした」と伝えた。

事実上、撤回！18



住民の声

• 原セ才木地区の21戸の中で９戸しか参加していない中で、説明
会が開催され、「地元了解」ということにされてしまった。

• 最初の説明会では、私ともう一人くらいが反対。あとの人は無
言。小さくなっていた。そのあと、学習会に参加して、多くの
人たちが同じことを考えていることを知った。「ああ、反対し
てもいいんだな」と思った。

• いまある除染土の仮置き場は、地元住民のたいへんな葛藤の中
で決まった。”中間貯蔵施設に運ぶ”という約束であった。実証
事業は、その約束違反になる。

• 実証事業は、800億円をかけて除染した土を、また3億5,000万
円かけてもとに戻すもの。（同じ距離の農道を舗装するのなら
ば）260万円ですむ。 19



飯舘村長泥地区における
農地造成への除染土の利用
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復興拠点事業の一部

長泥地区の農用地等の
うち造成が可能な農用
地等については、実証
事業により安全性を確
認した上で、環境再生
事業により、 再生資材
で盛土した上で覆土す
ることで、線量低減効
果をもたらし、利用促
進を図る。
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問題点

•復興拠点事業の一部に組み込まれており、住民にとっ
ては、住宅周辺の除染をしてもらうために受け入れざ
るをえなかった？

•河川の近くの農地の嵩上げ。土壌の流出の恐れ

•農地の所有者は個々人。長期的な管理は？

•放射能を含んだ土壌の環境中への放出を容認
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環境省「再生資材化した除去土壌の安全
な利用に係る基本的考え方について」

放射能濃度を用途に応じて適切に制限した再生資材を、
安全性を確保しつつ地元の理解を得て利用することを目
指す。具体的には、管理主体や責任体制が明確となって
いる公共事業等における盛土材等の構造基盤の部材に限
定し、追加被ばく線量評価に基づき、追加被ばく線量を
制限するための放射能濃度の設定や覆土等の遮へい措置
を講じた上で、特措法に基づく基準に従って適切な管理
の下で限定的に利用する
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福島県外の除染土は「埋立処分」

•30cmの覆土を行う

•濃度の上限なし
「除染土壌の放射性物質の約95%は2500ベクレル／kg以下である」

•雨水流入防止対策なし

•地下水汚染対策なし
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「除去土壌の処分に関する検討チーム会合」
環境省令を策定予定



那須町での「埋め立て」実証事業

• 那須町伊王野山村広場内旧テニスコート内に地下保管してある
除染土壌350袋、約350m3を袋から取り出し、埋め直す

• 除染土の埋め立ての下部には集水砂層とその下に遮水シートを
設

• 収集した浸透水の放射性セシウム濃度、周辺の空間線量率の測
定、エアサンプリングを行う

• 350袋について、重量及び表面線量率（上面１箇所及び側面４
箇所）を測定。

• 除去土壌計 350 袋中の 35 袋について、放射能濃度測定のため
の土壌サンプリングを実施する。サンプリングにあたっては、
１袋から 10 サンプルを採取して混合し、１検体とする
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住宅街を通り、
三蔵川へ

350袋のうち、35袋に
ついて、10箇所サンプ
ルをとり混合したもの
の放射能濃度を測定

豪雨対策はなし

オーバーフロー
対策は？
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住民の話①

• 住民がこの実証事業について知ったのは今年2月1日付の下野新聞。
近隣住民には2月5日回覧板で「報道でご心配かと思いますが、こう
いうことやろうとしています…」というような２枚紙がまわってき
た。

• 那須町は、懸念する住民の問い合わせに対して「安全性は確認され
ている」と回答。いつからいつまでの事業で、そのあとどうするか
については国の事業なので不明。住民説明はやらないと回答。

• 2017年9月にすでに環境省から那須町に打診があり、12月には議会
の災害対策協議会で町から説明があった。反対意見がなかったとい
うことで、12月末に環境省にOKの返事を伝えた。こうしたことをあ
とから知った

• 町からは、周辺に住む１人の住民に説明があった。そのあと、その
人が13人に説明したというが、どういう基準で選ばれた13人であっ
たかは不明。 30



住民の話②

• 5月10日、住民が環境省に説明会の
実施を申し入れた。6月8日住民説明
会が実現した。たった１時間半。住
民からの質問が殺到し、15分だけ延
長された。住民たちは、実証事業の
内容を問うよりも、手続きがおかし
いという怒りの表明が多かった。

• その後、8月7日、住民たちは環境省に対して、再度の説明会を
行うことを要請したが、環境省はこれを拒否。環境省の資料に
よれば、９月にも実証事業が開始されようとしている。
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問題点

• 住民への説明があまりに不十分で一方的。住民に事業の詳細が
知らされず、意見もききいれてもらえていない。

• 実際に埋め戻す除染土中のセシウムなどの放射性物質の濃度・
総量が明らかになっていない。

•長期のセシウムの動向や環境への影響を把握するには、モニタ
リング期間があまりに短い。

• 実質的に最終処分地となってしまいかねない。実証事業後、だ
れがどのような管理を行うか、モニタリング体制はどのような
ものになるのか不明。長期的な管理・監視体制をつくるべきで
はないか。

•豪雨対策など、放射性物質を含む土壌の拡散を防止するための
措置をとっていない。
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ALPS汚染水は？

33



ALPS処理・トリチウム等汚染水

• 100万m3（約340m3／日） タンク約950基

• トリチウム1,000兆ベクレル以上

• 従来、「トリチウムだけが除去できない」と説明されてきたが、
他の核種も含まれていることが明らかに

• タンク貯留水の85％に基準超え放射性物質

• 原子力規制委員会委員長は「海洋放出が唯一の選択肢」

• 経済産業省は、海洋放出、大気放出、地層注入など５案を提案

• 原子力市民委員会は、「大型タンク保管案」を提言

• 経済産業省の公聴会で、44人中42人が、海洋放出に反対・慎重

34



35

朝日新聞
福島第一の汚染水、近づ
く限界 海洋放出には強
い抵抗感
（2019年3月19日）



説明・公聴会で提起された重要な問題①

•漁業が壊滅的な影響を受ける
「まさに築城１０年、落城１日だ」

•大型タンクによる長期保管案を検討すべきである
•長期保存～減衰や技術開発による分離などが期待で
きる

•大型タンク～現状の1000m3タンクよりも容積効率が
向上、原油備蓄施設で実績のある技術

•トリチウム以外の核種
•委員は知らされていなかった？
•説明・公聴会の前提が崩れた？ 36



説明・公聴会で提起された重要な問題②

•総量規制、累積影響の観点が検討されていない

•福島第一原発の管理目標値では、トリチウム放出は年22兆
ベクレル。現在のトリチウム量を1,000ベクレルとすると、提示さ
れた「海洋放出」案（52~88カ月）では、年142兆～230兆ベクレ
ル以上となる

•有機結合型トリチウムのリスクについて十分な検討・説明
がなされていない

•国際問題になる。ロンドン条約の趣旨にもふれるのでは？

•現在の原発・再処理施設からのトリチウムの放出の規制は、
現状容認でご都合主義だ

37



ALPS処理水の性状①
説明公聴会およびそれ以前の小委員会資料では

• 2014年9月20-28日の
データ

• 第一回「多核種除去設
備等処理水の取り扱い
に関する小委員会」
（2016年11月11日）
で配布

• 説明・公聴会でも流用

トリチウム以外は、
ほとんどND
すべて基準内

38



ALPS処理水の性状
実はトリチウム以外も残留、基準超えも多発

8月19日に共同通信が報じ、続々と他紙も報じた。

• ヨウ素129…2017年4月～2018年7月の間に65回（143サンプル中65サンプル）

最大は62.2Bq/L 半減期1570万年

2015年4～9月時点でも告示濃度超えが頻発

• ストロンチウム90…最大141Bq/L（2017年11月30日）

告示濃度：30Bq/L 半減期28.8年

• ルテニウム106…2015年5月告示濃度超えが頻発（19回）

最高値1100Bq/L（2015年5月15日）

告示濃度92.5Bq 半減期370日
いずれも、東電公表データから、FoE Japanでカウントできた範囲にて

話が違う！
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ALPS処理水の性状
62核種の総和で、基準超えが85％

15％

85％

多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会（第10回）‐資料３ 2018年10月3日

最大2万倍！
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放射性物質は「公害原因物質」
として規制が必要

拡散せず、集中管理すべき

「放射能汚染防止法」の制定を
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