


○秋元公夫福島県森林組合連合会会長
本県は全国にシイタケ原木を販売しておりましたが、販売は皆無となって
おります。さらに野生キノコ、山菜等の出荷制限が多くの市町村で継続と
なったそのままであります。このような大きな影響が残る中で、ALPS処理水
という新たな放射性物質を、大気中・海洋に放出することには、私としては反
対であります。

○野崎哲福島県漁業連合会会長
我々福島県の漁業者は、地元の海洋を利用して、その海洋に育まれた魚
介類を獲ることを生業としています。震災後、地元で土着しながら生活を再建
するということを第一に考えております。その観点からしても、海洋放出は反
対するという考えに至らざるを得ません。・・・・・・これから増産に向かって舵
を切ろうとしている矢先であります。震災９年という歳月の経過は、世代交代
を進ませ、若い後継者の算入が進みました。彼らに今後、将来を約束してい
くためにも、海洋放出に反対であります。

○菅野孝志福島県の農業協同組合中央会会長
原発被災地域でも営農再開が進み始めており、原発事故から10年目にし
て、ようやく本県の農業の復興への道筋が見通せるようになりました。こうし
た最中に、ALPS処理水の取り扱い方針として、水蒸気放出と海洋放出の二
つの方法が提案されたことについては、遺憾であります。・・・・・・処分と時期
の問題でございますが、水蒸気放出と海洋放出の２つの方法に絞り込み、
二者択一であるとする考え方には反対であります。

一次産業の代表者は全員、ALPS処理水の環境中への放出に明確に反対

各意見表明者の意見動画へのリンク：https://www.nomorefukushima2011.com/goiken2020.html

https://www.nomorefukushima2011.com/goiken2020.html






 2011年時点での福島県の漁業生産量は78,939トン。(全国16位)

 2011年3月11日の大津波。福島県内の10すべての漁港・港湾が被災。登録
漁船1173隻のうち、873隻が被災。漁業者111名が命を落とす。

 2011年3月15日、福島県漁連の組合長会議、「福島沿岸および沖合での漁
業操業自粛」を決定。（国や県からの出荷制限指示などはその後に出され
た。）

 2011年4月はじめ、高レベルの汚染水の海洋への漏出が発見され、少なく
とも500トン程度の漏水とされる。

 2011年4月4日、東京電力が「低濃度汚染水」1万トンの海洋放出が「緊急
時のやむをえない措置」として（意図的に）行われる。漁業者との協議は
なし。全国漁業協同組合連合会（全漁連）を含め、東京電力に対して抗
議。

２０１１年４月５日「福島原発、低濃度汚染水約１万トン海に放出」（日本テレビ）



厚生労働省「食品中の放射性物質
検査データベース」より
http://www.radioactivity-db.info/

イカナゴの放射性セシウム濃度の経
年変化については、以下も参照。

早乙女忠弘ほか「福島県産イカナゴ
における放射性セシウム濃度の経年
変化」『福島水試研報』第17号、2016
年3月
https://www.pref.fukushima.lg.jp/
uploaded/attachment/182583.pdf

 2011年4月4日、北茨城のイカナゴから4,080Bq/kgの放射性ヨウ素、
447Bq/kgの放射性セシウム。

 4月13日、いわき市沖イカナゴから、12,500Bq/kgの放射性セシウムと、
12,000Bq/kgの放射性ヨウ素が検出。（すでに自粛中のため非流通）

 4月20日、国から水産物として初めてコウナゴに対する出荷制限指示

http://www.radioactivity-db.info/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/182583.pdf


 2011年10月「福島県漁協組合長会」で「試験操業」の構想が議論される
が、「時期尚早」と判断。

 2012年6月、地域漁業復興協議会にて「試験操業」の計画が示される。

○林薫平福島大学准教授(福島県地域漁業復興協議会委員、ふくしまの水産物販売戦略会議座長)
「（処理水が流されると）これまで９年間、ガラス細工のように積み上げてきた漁業
復興の前提が根本から崩れることになってしまわないか・・・。」

漁業における「試験操業」は、スクリーニング検査により漁協の自主基準値が下回っていることが確認されたも
のを、試験的に出荷して「流通を見る」こと。農業において農作物にセシウムが移行するかなどを見る「試験栽
培」とは異なる。

それまでのモニタリングですべて検出限界以下だった「ヤナギダコ」「ミズダコ」「ツブ貝」を対象として、特定され
た９隻の漁船が決められた海域で操業することから始まった。

当初のスクリーニングは、「検体については、当面の間、各漁船から１魚種１検体以上採取する」。

その他、試験操業の条件として以下のものなどが定められる。

・出荷前に放射性物質の検査を十分行う。また出荷先で基準値を超えたものが見つかる場合は全品回収す
る。

・購買者に対して情報を隠さず提供し、また購買者からの反応が生産者に伝わるように仕組みを整える。

「（こうした判断に至った理由は）試験操業とはいえ、汚染した魚を流通させたとなると、国民から批難される恐
れがある。震災後、環境NGOがスーパーなどで販売されている魚を抜き打ち検査していた。監視の目が厳し
かった。１匹でも見つかればパニックを起こしかねない。拙速な判断は「やぶ蛇」になる。」（濱田(2015)）



 2012年11月、試験操業対象魚となっていたヤリイ
カから6.3Bq/kgの放射性セシウムが検出される。

 地域漁業復興協議会は、流通のための自主基準と
して、国の基準100Bq/kgを下回る、50Bq/kgを設
定。

 その後「12.5Bq－25Bq－50Bqルール」の整備。
・検出限界は12.5Bq/kg以下とする。

・25Bq/kg超は出荷差し止め、再測定。

・50Bq/kg超の魚種は回収、当面出荷自粛。

 福島県沖で漁獲された、その日市場に並ぶ魚種全
てを、相馬双葉地区・いわき地区それぞれで測
定。

・小名浜の魚市場には15台のNaIシンチレーションカウンター。

・実際に自粛を余儀なくされる事例もあり、行きつ戻り
つ・・・。

2014年2月ユメカサゴ110Bq/kg

2014年3月アカガレイ66Bq/kg
・・・

2018年8月ヒラメ59Bq/kg

参考
福島県漁業協同組合連合「産地魚市場におけるスクリーニングマニュアル」
http://www.fsgyoren.jf-net.ne.jp/siso/buhin/kensamanual20191126.pdf
福島県漁業協同組合連合「試験操業対象種の出荷方針」
http://www.fsgyoren.jf-net.ne.jp/siso/buhin/syukkahousin20191126.pdf

http://www.fsgyoren.jf-net.ne.jp/siso/buhin/kensamanual20191126.pdf
http://www.fsgyoren.jf-net.ne.jp/siso/buhin/syukkahousin20191126.pdf


○小野春雄さん 新地町漁師
震災前までは週６日漁に出ていた。土曜日休みなだけ。今は、週２日。決められ
た魚しか獲ることができない。震災前は月20回出てたのを、今は8回から12回し
か出ない。 （2020年3月ヒアリング）

この日獲れたシラウオは、震災前の5割の価格。3割は原発事故後の下落が固定
したもの。2割はコロナで宴会などがなくなった影響。 （同上）

漁獲量を5割に戻してください、なんて言ったって、5割に戻しようがない。漁獲量
を戻しったからって、受け入れ側の仲買人がいない。週6回も出ってたら、もっと価
格が安くなってしまう。せっかくいい魚を、今売れない魚を獲る必要ない。魚っても
のはそんなにいるもんじゃないんだから。 （同上）

水揚げが回復しない要因としては、買い請け人の減少や、規模の縮小というも
のがある。福島の水産物の流通はほとんどが市場を通して、買い請け人が買っ
ていく。当初は出荷制限がかかっていたので商売ができない。解除されても漁が
少なくて商売が成り立つかというと非常に難しい。買い請け人の数は半減した。

（「ALPS処理汚染水の海洋放出：漁業関係者のお話しをきく会」2020年4月2日）
https://www.youtube.com/watch?v=8pTfc918qrM

https://www.youtube.com/watch?v=8pTfc918qrM


 地下水バイパス計画とサブドレン計画

東京電力WEBサイトより画像を一部編集
https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watermanagement/subdrain/index-j.html

https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watermanagement/subdrain/index-j.html


 2013年5月 汚染水対策としての「地下水バイパス」計画の交渉が始まる。
東京電力からは「汚染前の水である」から流させて欲しいということが
強調される。

 2013年7月22日 汚染水漏洩問題
以前から指摘されていた、第一原発構内の汚染度の高い地下水が流出し
続けていることを、「港湾内の海水と地下汚染水は水面下で行き来して
いる」と東電が後から認める。

2013年8月28日、原子力規制委員会は、国際原子力事象評価尺度

（INES）「レベル3（重大な異常事象）」に相当すると評価。

→試験操業の一時延期
→操業意欲の低下

 2013年9月6日、韓国政府が、福島
など８県の水産物の輸入を全面禁
止すると発表。

→東電の不祥事による影響

 2013年9月7日、東京五輪誘致「ア
ンダーコントロール」演説。

２０１３年９月６日 日本経済新聞



 2014年3月、「地下水バイパス」計画を承諾。5月に放水開始。

 このときに「運用目標としてトリチウムは１５００Bq/L以下」という数字が定められる。原子力施設の排水中
の告示濃度限度は６００００Bq/Lとされているが、１５００Bq/kgという数字は、根拠なく定められたのでも、
漁業者に配慮して定められたのでもなく、他の核種や排水以外の影響を考慮した計算結果によるもの。

詳しくは、おしどりマコさんの解説を参照。http://oshidori-makoken.com/?p=3656

 ２０１４年8月、東京電力「サブドレン計画」を要請。

→１つ譲歩したあとの矢継ぎ早の要請。

 ２０１４年１２月ごろ、田中俊一原子力規制委員会委員長「ALPS処理水というのは、
ALPSで処理したらこれは排出するというのが原則」との発言など。

→全漁連会長が声明で抗議。

その後も、東電、政治家などの無神経な発言があるたびに、抗議を行う。
参考：東京電力川村隆会長宛「汚染処理水の海洋放出言及に対する厳重抗議」（2017年7月14日）

https://www.zengyoren.or.jp/cmsupload/press/115/20170714toudenkougi.pdf

原田義昭環境大臣宛「汚染水の海洋放出発言にかかる緊急抗議」（2019年9月11日）
http://www.zengyoren.or.jp/cmsupload/press/130/20190911haradakankyoudaijinkougi.pdf

 漁業者の反発は強く、交渉は難航するも、２０１５年７月、漁業者側の「サブドレン計
画」受け入れが決定される。

→容認した漁業者への抗議も。

漁業者が「決定責任」を持つかのような形、被害者である漁業者が譲歩
を迫られた上に加害者であるかのような形になってしまっている事の問

題。

http://oshidori-makoken.com/?p=3656
https://www.zengyoren.or.jp/cmsupload/press/115/20170714toudenkougi.pdf
http://www.zengyoren.or.jp/cmsupload/press/130/20190911haradakankyoudaijinkougi.pdf


https://www.tepco.co.jp/news/2015/images/150825a.pdf

「サブドレン計画」を認めざるを得なかったとき、県漁連は、ALPS処理水の放出は、漁

業者だけではなく「国民の理解を得られない」ならば絶対に放出してはいけないと要
請。
東京電力は、「関係者の理解なしには」処分をしないと約束。

https://www.tepco.co.jp/news/2015/images/150825a.pdf


【茨城】「絶対反対」漁連訴え 福島第一原発の汚染水 海洋放出

（東京新聞 2020年2月14日一部略）

https://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/202002/CK2020021402000166.html

本県沿海の十漁協でつくる茨城沿海地区漁業協同組合連合会の役員ら約五
十人が十三日、県庁を訪れ、東京電力福島第一原発で大量保管されている放
射性物質のトリチウムを含む汚染水を海に捨てさせないよう、大井川和彦知事
に訴えた。知事は国に働き掛けていく考えを示し、漁連役員らとともに「海洋放
出、絶対反対」のシュプレヒコールを上げた。

福島第一の事故後、本県沿海の漁業は、コウナゴから規制値を超える放射性
セシウムが検出されたのを皮切りに市場での取引拒否に直面。計二十八魚種
が出荷制限や操業自粛に追い込まれた。全魚種の規制解除には二〇一七年
三月までかかった。

漁連の吉田彰宏専務理事が読み上げた要請書は「海洋放出することになれ
ば、風評の再燃は必至。トリチウム以外の放射性物質が基準値を超えて残留し
ているとの報告もあり、新たな実害の発生が大いに懸念される」と指摘。「これ
までの漁業関係者の努力を水泡に帰し、漁業の継続を断念する状況に追い込
む仕打ちであり、絶対に受け入れることはできない」と強調した。

飛田（とびた）正美代表理事会長から要請書を受け取った大井川知事は「私も
皆さんと同じ気持ちだ。国に伝えていきたい」と応じた。

知事は小委の報告書の概要が判明した一月末以来、「海洋放出を安易に結
論とする報告は容認できない」などと発言していた。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/202002/CK2020021402000166.html


＜ＷＴＯ逆転敗訴＞ホヤ市場の復活遠く 宮城の生産者「崖から突き
落とされた気分」

（河北新報 2019年4月13日一部略）

https://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/202002/CK2020021402000166.html

韓国の水産物禁輸を巡るＷＴＯの判断は、国内のホヤ生産量の６割を占め
る宮城県の水産業界に衝撃を与えた。巨大市場復活の夢を絶たれ、東日本大
震災で壊滅的な被害を受けた生産者はなりわいの将来を案じた。

県産養殖ホヤは震災前、約７割が韓国に輸出されていた。禁輸解除は再起を
期す生産者の悲願だった。

「早ければ来年か再来年には輸出が再開できると見込んでいた。崖から突き
落とされた気分だ」

県漁協の丹野一雄会長は語気を強め、「国内の消費者や他の国でも再び風
評被害が広がるのではないか」と焦りの色を浮かべた。

２０１３年９月に始まった禁輸措置で県産ホヤは半分超が余剰となり、生産者
は数千トンを焼却処分する屈辱を味わった。

韓国市場は同様に禁輸が続く中国と合わせ、水産業全体の復興の鍵を握る。
宮城の水産物輸出関係者は「禁輸措置が解除されない限り、水産加工業の回
復は難しい」と指摘した。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/202002/CK2020021402000166.html


資源エネルギー庁「ＷＴＯ上級委員会報告書の結果を踏まえて」より
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/takakusyu/pdf/013_02_02.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/takakusyu/pdf/013_02_02.pdf


○野崎哲福島県漁業連合会会長
トリチウム水の処理についてもそうなのですが、社会全般の傾向としてよく、費
用対効果やコストパフォーマンスという言葉が出てきます。これはとても下品な
言葉だと思っています。本来守っていかなければならないものは守らなければ
ならないのに、さまざまな社会的現象のなかで抜け落ちてしまっています。経済
至上主義もいいのですが、経済とは本来、人間を幸福にするためにあるはずで
す。漁業や農業や林業はタイムスパンが長いので、金融のように時間や秒単位
では結論が出ません。効率ばかりにとらわれてしまうと、どこかで必ずしっぺ返
しを食うことになります。 （『日々の新聞』2018年7月15日号）。

タンク群の問題についても方法はあると思います。福島第一原発敷地に限
定するのではなく、中間貯蔵施設まで設置場所を広げるとか、石油タンク
備蓄基地にあるような６万t級のタンクに入れて新たな基地をつくるとか、
です。そうすれば耐久性があり、地震に対しても強固です。 （同上）

福島県の漁業者は、海側遮水壁のためのバイパス事業、凍土壁のためのサ
ブドレン事業をひとえにALPS処理水の海洋放出を避けるために、タンク保
管を前提にして協力して参りました。（2018年8月31日『説明・公聴会』）

ALPS処理水の海洋放出は、試験操業という形で地道に積み上げてきた本県
水産物の安心感をないがしろにし、漁価の暴落、漁業操業意欲の喪失、ひ
いては漁業関係者の衰退等を招き、福島県漁業に致命的打撃を与え、まさ
に築城十年、落城一日です。 （同上）



○新妻竹彦さんいわき市久之浜漁港底曳網漁漁師
まだ福島の漁業がきちんと再生せきていない状況のなかで、海洋放出を容認でき
るか、と問われれば嫌ですね。漁業者というのは最中を売ってなんぼの世界ですか
ら容認はできません。「トリチウムの海洋放出には反対する」という考えは、漁業者
の間で共有されていると思います。 （『日々の新聞』2018年7月15日号）

この７年間、魚の放射線量を測って制限魚種の種類が少しずつヘリ、試験操
業を増やしてきました。そこでトリチウムを海に流したら、振り出しに戻る
までは行かないにしろ、マイナスに働くだろうな、と思います。 （同上）

漁師はとってなんぼの仕事。固定給だったらつまらない。上がり下がりがあるから、楽し
い。市場で評価されると嬉しいよ。だから、付加価値をつけるために獲ってからもいろい
ろ手間を掛けるんだ。 （同上）

○志賀金三郎さん 小名浜機船底曳網漁業協同組合漁師
我々の最大の課題は後継者の問題。流して、想定外の魚が出たら、若手は困る。死活問

題だ。売れないのだもの。現在はやっとある程度風評の払拭ができているのに。補助金を
入れて、船をつくっても、売れないと借金だけしか残らない。
今やっている若手は、親たちが高齢化して、継承している。若手に教えたりして、若手

がのびてくれることを年寄りとして歓迎する。現場の人は流されたら不安がある。設備投
資しても先行きが不透明だ。 （2020年3月ヒアリング）

東京湾から流したら良いのではないかという話もあるが、それはダメだ。福島のイメージ
が悪くなってしまう。 （同上）



（海洋放出以外の案について新たな規制の設定や法律が必要だから難しいなどという
話に対して）法律って国が決めることを、自分らが決めることを、福島県のためにやるっ
て言ったら、誰一人反対する人いないとおもうよ。安倍総理みたく、何でもかんでもやら
れたら困っちゃうけど、大事なことについては法律を変えることは簡単なのよ。他に土
地を求めて、そこにタンクを作って、さっき言った通り、ステンレスのタンク、ステンレス
は100年はもつから、ちゃんと作れば。 （同上）

（海洋放出か大気放出かという話だけれど、本当は）海洋放出か、陸上保管な
のよ。海に投げっか、タンクを増設して保管するか。タンクを作るとなると場
所がないとか、敷地ないとかって言うけどさ。敷地なんて、あそこに土地一杯
あんのに。山でも何でもあるのに。造成してしまえば。大きいタンク作って
やって、30年とか、50年すれば、おらたち亡くなる、そのうち、なぁ、半減期
も放射能も薄くなるかもしれねぇべさ。 （同上）

（タンクがあるのは景観が悪いなんていう人がいるが）景観なんてどうでも
いいんだって、なあ。景観とかよ、場所とかよ。（流さないといけない理由
が）何にもないから、そう言うしかないんだよなぁ。景観が悪くなっから、
地元の人が戻らねぇとかよぉ、今度、土地がないから満杯とかよぉ、ひどい
話だべ。 （同上）

○小野春雄さん 新地町漁師
（なぜ海洋放出に反対の意見の声を挙げているか？）だって、息子3人もするのに
よぉ、海汚れたらこまっぺよ。福島県の住民さで、息子3人も漁業者として後を継い
でいる人、他にいないと思うど。親の責任として漁師になったのに、生活するんだも
の、何も海汚されなければ、ここで、先祖代々ここで生活してたんだもの。魚安く
なったんでは、我々生活できねぇしなぁ。 （2020年3月ヒアリング）



○更田豊志原子力規制委員会委員長
（説明・公聴会で長期保管案が大多数を占めたことについて）規制上どうかと言わ
れたらば、これはタンクの保管の規制というのは、そんなに難しくないというか、し
かも規制対象かというような、言ってみれば液体廃棄物の貯蔵に対する規制と同じ
で、しかも濃度が低いということなので、低い濃度の液体廃棄物をどう貯蔵している
かというものを見張るという話なので、規制上の難しさが出てくるわけでは決してな
いけれども、一方、廃炉プロセスに与えるインパクトは非常に大きいだろうと思いま
す。要するにずっとタンクを作っているという、そういう世界が生まれるのだろうと思
いますし、また、福島第一原子力発電所の風景はずっと変わらないということにな
りますね。 （2018年9月5日「説明・公聴会」後、初めての定例会見）
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○柳内孝之さん小名浜機船底曳網漁業協同組合理事
もし、浄化したとしても、海洋放出が実施されれば福島県の水産業にとって大きな打
撃は避けて通れない。・・・（略）・・・一度その処理水を海洋放出すれば、日本産水産
物の輸入規制解除が遠のくことになるであろう。また、海洋放出により復興が後退す
るとなると再生・再建への気力も薄れてきて、間違いなく見切りをつけて福島県の水
産業から撤退する人々が更に出てくることになる。このことは福島県の水産業の更な
る縮小になり、地場産業の衰退へと繋がっていくことになる。この処理水の海洋放出
は復興への足かせになりかねない。

（「福島県における漁業復興の現状と課題」『学術の動向』2019年7月号）
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/24/7/24_7_26/_article/-char/ja/

福島の海を今よりも浄化するということをしないといろいろな人に受け入れられない。他
の産地にシェアを取られたのを取り返さないとというときに、どうしたら競争力のある水
産物を提供できるのか。安心安全といのを前面にだして、他所よりもいいものを出すと
いうことをしないと回復しない。 （同上）

（説明・公聴会で大多数だった陸上保管は）こういう規制があるから（できない）、と、私
からすると言い訳に聞こえるのですが。原発の問題を考えますと、（原発事故後、）制
度とか新たなものを施行して対応したはずです。中間貯蔵施設に関しても、廃炉に関し
ても、法改正とかが必要になってくるはずです。処理水についても法改正なども考える
ことを踏まえて検討したらどうかと思います。

（「ALPS処理汚染水の海洋放出：漁業関係者のお話しをきく会」2020年4月2日）

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/24/7/24_7_26/_article/-char/ja/


『多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会報告書』2020年2月10日 p.27-28



『多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会報告書』2020年2月10日 pp.35-36

『多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会報告書』2020年2月10日 p.28



○柿内委員
トリチウムはβ線を出すということで、β線を出す放射性核種というのはそれだ
けを単離といって、きれいにして分析する必要があります。そういうふうに手間暇
かけて分析しなければいけない放射性核種であるということと、

また、有機物中のトリチウム、いわゆるOBTというのは・・・・・・、環境試料として
分析するときには、・・・・・・この操作自体には、1試料当たりやはり1週間ぐらい
は時間のかかります。このOBTを通常分析するときには、この乾燥試料を燃や
して測定することになるのですけれども、この燃やすという作業も非常に熟練を
要する部分であり、なかなか難しいということが国際的にも認知されており・・・

このOBTは後述するのですけれども、交換型OBTと非交換型OBTに分けられ、
周辺に水が存在すると同位体交換といって水の影響を受ける部分が存在してい
ます。その分析はさらににまた一手間かかるということで、OBTをちゃんと分析
するというのは非常に大変な話になっております。

こうやっていろいろな処理を行いつつ、試料を最終的には液体シンチレーション
ではかるわけなんですけれども、各工程が非常に多く存在するということでも分
析に時間とか手間、人手がかかるということが見ていただけると思います。

このように環境中の濃度レベルをちゃんと表現しようとすると、現状、なかなか簡
単にはかれるものではないということがわかります。

（第１１回ALPS小委員会議事録）



農産物でモニタリングと今言ったときに、多くは農産物自体の検査、モニタリングの
ことを想定するようになっていると思うんですね。一方で、農業に関してだと、農地
のモニタリング、測定、・・・（略）・・・。例えばトリチウムにおける環境のモニタリン
グ、測定箇所、頻度というものも違ってくるでしょうし、実際に流通する、例えば水
産物で、このトリチウムの問題はどうやってモニタリングするのかというのも、多く
の方はそっちを想定しちゃうと思うんですね。７年10カ月、農産物のモニタリングと
いうと、セシウムの、例えば米であれば全量全袋検査だとか、全量やっている。ほ
かのもので言えば、サンプルの頻度だとか、あるいは統計的な妥当性だとか、ずっ
とこの間、確認してきたものを想定する分はあると思うので・・・（略）・・・。

（第１２回ALPS小委員会議事録）

○小山委員
2011年にセシウムやヨウ素が放出されたときと、ちょっとトリチウムの違いで考え
てみたいと思うんですが、・・・（略）・・・セシウムのときはどうやってそれを解決した
かというと、一つは、検査だったわけですよ。農産物にセシウムが含まれてないと
いうことを、例えば福島だと全量、全部検査したわけですし、野菜や果物に関して
は、あるいは、魚もそうですけれども、モニタリング検査して、入ってないことを証
明してきたわけですけれども、トリチウムの場合、例えば海洋放出した場合に、周
辺の魚にモニタリングで100匹に１匹検査して、含まれてないということをずっと証
明するようなことが可能なのかどうかという。要するに、検査のリスクを解消すると
いうことが可能なのかどうかということも、・・・（略）・・・セシウムのときの、いわゆる
風評だとか流通に関する懸念を解消してきたやり方と、今回のトリチウムでの違い
というとどこがあるかなっていうと、検査というところで２つ目、違いが出てくるかな
と思いました。 （第8回ALPS小委員会議事録）



○柿内委員
トリチウムみたいに、いろんなものをはかることが難しい場合は、陸域で
あれば指標植物とかをはかって、それを見ることによって、その周辺の作
物とかであれば、これを超えることはないだろうとか、これがこのぐらいの
濃度なのでということで、そういうものを調べることによって、代表的なも
のを用いて評価をするということも行われていますので、それをどういう
ふうに運用するかというのは、何をどこまではかるかというところにかかっ
てくるかと思いますので、その辺もあわせてこれから考えていただきたい
と思います。

（第１２回ALPS小委員会メモ）

○小山委員
柿内委員からも指標の話がありましたけれども、全く違う示し方をやっぱりする
必要があるかなと。
農産物、じゃ、例えばトリチウムであれば水産物測定とは一体何なのか、どう
いう情報が必要なのかということを示す必要があるということと、農産物、セシ
ウムに関しては７年間かなり情報提供してきましたので、それとは全く違うやり
方に今後なるということなわけですね。例えば、先ほどの代表的な指標で示す
というやり方をするのであれば、全く違う方法になるということも改めて考えな
ければいけないのではないかなと感じました。 （第１２回ALPS小委員会メモ）



０

農
地
の
測
定
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
、
除
染
、
吸
収
抑
制
対
策

こ
れ
ま
で
の
セ
シ
ウ
ム
の
場
合

ふくしま復興ステーション「食品の放射性物質検査体制」に「０」を追加



０

わ
ず
か
な
指
標
生
物
の
測
定

ト
リ
チ
ウ
ム
の
場
合
の
場
合

？？？

わずかな品目・検体の測定？

わずかな品目・検体の測定？

ふくしま復興ステーション「食品の放射性物質検査体制」をトリチウムの測定予測に合わせて改編



 海産種の放射性セシウム分析数
（ 2011～2018年度水産庁のデータ）

福島県内 ５７,００７検体

福島県外 ５８,７２７検体

合計 １１５，７３４検体

水産庁「安心して魚を食べ続けるために知って欲しい放射性物質検査の話」（2019年3月）より



○山本（一）委員長
私も測っていましたけれども、そんな簡単じゃないですね。

○辰巳委員
柿内さんのお話を聞いていて、もちろん大変なことはとてもよくわかったん
ですけれども、モニタリングを誰がするのかというところがとても重要で、
もちろん公的なところがやっていただく、これは大事ですけれども、自主
的に気になる人たちがやろうとしたときに、可能なんですかというのを聞
きたいんです。時間はかかる、機械は決まっている、それから技術も難し
いとか、いろいろ無理な話はいっぱいなさったんですけれども、本来なら
ば自分で確認できれば一番いいわけなのだけれども、そういうことができ
るような仕組みにならないといけないというふうに思っているんですけれ
ども、・・・・・・

○柿内委員
私もいろんな方にその分析にかかわっていただくというのはすごく大事だと
思うのですけれども、やはり今日紹介したような測定装置というのは価格
が数百万から1,000万を超えるような装置になって、そういう意味でいろん
なところに簡単に入れられるものじゃないと。

（第１１回ALPS小委員会議事録）



 「みんなのデータサイト」掲載の

「魚介類」＋「海藻類」の検体数

（全国33の市民測定室のデータ）

１２０２件（2020年3月現在）

 水産庁の検体数の約１%。

 「みんなのデータサイト」以外の市
民測定所を含めるとそれ以上を、
市民が自らの手で自分たちの安
全・安心を確認してきた。

 しかし、いずれも放射性セシウムの
み、トリチウム・ストロンチウム90の測
定はできていない。

 トリチウムを測定できる市民測定所
は全国で「いわき市民放射能測定
室たらちね」のみ。



２０１１年の原発事故後、食品の放射性セシウムの測定は、組合・生産者・流通業者・国・県・市町村・市民
測定所・海外など、あらゆるステークホルダーが必死になって検体数を積み上げていった。
そうした経緯があったからこそ、生産者たちも「安全・安心」を自信を持って主張できるようになっていった。

しかし、トリチウムの測定は、放射性セシウムの測定のようにはいかない・・・

「いわき市の水産業について」（WEBサイト『常磐ものIWAKI』）
http://joban-mono.jp/suisan

あんぽ柿のラベル

福島県産米のラベル「JF福島県漁連」WEBサイトより
http://www.fsgyoren.jf-net.ne.jp/



質問事項
放射性Cs

(NaIシンチレーション検出器)
自由水トリチウム OBT（有機結合型トリチウム）

検体が届いてから測定結果
が出るまでの時間(*1)

５時間 ７日間 １０日間

測定器１台で月に測定可能
な検体数

４０件 ４件 ４件

測定器１台の価格 150万円〜300万円 1000万円・1800万円

前処理に必要な主な機材の
種類

還流蒸留機 還流蒸留機・高速燃焼
チャンバー（300万円）

前処理に必要な機材を揃え
たラボ整備に必要となる額

100万円（水道設備な
ど）

5000万円

１検体を測るためのランニン
グコスト(*2)

1万円 10万円

前処理において必要となる
化学薬品など

過マンガン酸カリウム・過酸化ナトリウム・乳化シンチ
レーター

測定器にかけるまでに必要
となる主な工程

乾燥・刻み・測定・測定
結果の決定

蒸溜・自由水の捕集・乳化
シンチレーターの添加

乾燥・燃焼・OBT水の捕
集・蒸溜・乳化シンチレー
ターの添加

測定器にかけた後に必要と
なる主な工程

測定値の評価・測定値
の決定

測定値の棄却検定・計数換算・１Lあたりの補正計算・測
定値の決定

（*1)検出限界によって異なるが、たとえばCsは10Bq/kg程度として

（*2)消耗品費を含む、人件費を除く











○水藤
「海洋モニタリング ・海水および魚類・海藻類の海洋モニタリング
を強化」とある。魚類・海藻類の自由水型および有機結合型トリチウ
ム（OBT）の分析に要する期間が書いていない。各検体につき、どれ
くらいの期間を想定しているか。また、海水・魚類・海藻類につい
て、自由水型およびOBT それぞれ、月何検体程度の分析を想定してい
るか。

○東京電力
現在は、１検体／月の試料を４半期毎（３検体）にまとめて分析を実施

しており、分析に必要な期間は４週間程度です。海洋放出の場合のサンプ
リング計画については決定しておりません。

・東京電力は、魚類等のトリチウムを月１検体、つまり年間１２検体しか測定していない。
こういう現状を明らかにしていない中で「モニタリングを強化」と言われても・・・。
これまでの生産者や市民測定所の努力を何だと思っているのだろうか。

・分析に必要な期間は４週間。
出荷するまでの４週間、魚介類を冷凍庫に入れておけと言うのだろうか？



○東京電力
記載が充実していないということはごもっともかと思います。

○水藤
５頁目の水蒸気放出については、「大気モニタリング」は「ただ

し、結果を得られるまで期間を要する」とか「結果を得るまでの期
間：１～２週間」などと、モニタリングに時間がかかる旨が強調さ
れている。
７頁目の海洋放出については「結果を得るまでの「放出口近傍に

てサンプリング・分析を行う－結果を得るまでの期間：1日程度」と
書いてある。また、「海水および魚類・海藻類の海洋モニタリング
を強化」とも書いてあるが、こちらには分析に要する時間が書いて
いない。しかし、回答は「４週間かかる」とのことだ。
海洋放出の方がモニタリングにかかる時間が短くて済むかのよう

な誘導的な記述になっていないか。

問題がある記述であったことを認めたにもかかわらず、「御意見を伺う場」の資料としては
訂正されず。
つまり、問題のある記述のまま、県知事や市町村長、各組合長らに説明がなされていた。



 漁業者の方々のように、「自分の言葉で」語れるといい。

 ALPS小委員会の『報告書』はツッコミどころ満載。
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/takakusyu/pdf/018_00_01.pdf

 海洋放出に反対する一部の委員はわざとツッコミどころを
作った。

 「海洋放出か大気放出の２択」という報道にまどわされず、
実際に読んでみて「言葉尻」を捉えてみよう。（「言葉尻」
に本質が隠れている。）

 ALPS小委員会の「議事録」は宝の山。いろんな提案がなさ
れている。余裕があれば、読んで見て欲しい。

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/takakusyu/pdf/018_00_01.pdf


○森田貴己さん （中央水産研究所、ALPS小委員会委員）
タンクの中の処理水の処分は廃炉に必要だという論調があるが、あくまで
復興が重要であることから、提言では「復興と廃炉の両立」が大原則とい
う立場で、提言している。このため「廃炉を進める中で、ALPS処理水の処
分は風評への影響を生じ得ることから、ALPS処理水の処分を急ぐことによ
り、風評被害を拡大し、復興を停滞させることがあってはならない」と明
記されている。

（「ALPS小委報告書の読み方」水産経済新聞2020年2月21日）



今回、国が設定した委員会の検討事項は簡単にいうと、「福島第一原発の
廃炉（廃止措置終了）までにタンク内の処理水の処分を終えるための方
法」だ。これは、現在の法律の廃炉という定義が「放射線の管理を行わな
くてもよい状態」であるため、処理水が残っていると廃炉にならないから
だ。
つまり、現在の法律では、廃炉をするためには、タンクでの長期保管がで
きない。しかし逆にいうと、燃料デブリの取り出しなどができない場合、
廃炉できないので、処理水を処分する必要はないとも読める。理論上は、
処理水を入れたタンクを最後に処分して廃炉完了となることもあるのかも
しれない。 （同前）



（2020年にはタンクがいっぱいになるといわれているが）22年にいっぱい
になるのは、東京電力が計画しているタンクのこと。提言には「処分の開
始時期が遅くなれば、時間による減衰により処分すべき放射性物質の量を
減少させることができる。また、風評への影響を抑えるための対策の実施
期間などを考慮し、処分のタイミング、処分期間と処分量、地元の事業者
の経済的状況、社会心理的な状況などのバランスを考えて決定することが
重要である」と書かれており、東京電力のタンク計画の限界が処分開始時
期とは関係ない。このことは、委員会でも国の担当者が説明している。
（同上）



提言にもあるが、福島第一の敷地には十分な余裕があり、東京電力はこ
の場所にさまざまな施設をつくることを予定している。仮に、計画上のタ
ンクがいっぱいになった場合、こうした施設の建設計画の見直しを検討す
る必要があると思われる。また、敷地外の土地の利用については、国は
「相当な調整と時間を要する」としているが、不可能であるとはいってい
ない。 （同前）



特に、福島県の水産業の水揚量は、震災前の２割にも達していない。こ
うした復興途上の産業に特段の注意を払わなければいけないことも提言に
書かれている。そのため、国の方針決定は処分方法の決定のみならず、併
せて講ずるべき風評被害対策についても、これまで福島第一原発事故によ
る風評被害対策の実績を踏まえ、拡充・強化する形で取りまとめられてい
る。 （同前）



（提言案には、海洋放出ならば、被害
を受けるのは水産業だけにとどまると
いったニュアンスも読み取れます。水
産業を犠牲にするのはやむを得ないと
いう意味ですか？）

事務局の作成した提言案には、そうし
た部分もあったが、報告書を最終化す
る段階で削除されることになった。廃
炉ありきで考えればそうした結論にな
りがちだが、委員には、水産業だけを
犠牲にするという考えには疑問をもつ
意見も多い。 （同前）


