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第3章 放射性物質に汚染された廃棄物 

第1節 はじめに

1 福島第一原発事故による大量の放射

性物質の発生・拡散 

第 2 章・第 1 節・第 3「福島第一原発から

の拡散ルート」でも明らかにしたとおり，福

島第一原発事故により大量の放射性物質が発

生・拡散した。その核種は様々であるが，セ

シウム134は0.38kg，セシウム137 は 4.7kg

と試算されている。このうち，我が国の陸地

に沈着したものは，全体の2割程度と推定さ

れており，それらは，福島県，宮城県，山形

県，岩手県，関東一都六県，静岡県，山梨県，

長野県，新潟県などに落下したとされている

（大塚直『震災・原発事故と環境法』（株式

会社民事法研究会，第1版，2013年）112頁）。 

 

2 東日本大震災の結果への対処として

の特措法制定 

(1) 災害廃棄物処理特措法（東日本大震災

により生じた災害廃棄物の処理に関する特

別措置法（平成二十三年八月十八日法律第

九十九号）） 

この法律は，国が被害を受けた市町村に

代わって災害廃棄物を処理するための特

例，具体的には，国が災害廃棄物に係る仮

置場及び 終処分場の早急な確保のため

の広域的協力の要請等を行うことなどを

定めたが（第6条第1項），放射性物質は

拡散させるのではなく，集中管理すべきで

ある，放射性物質が付着した災害がれきを

日本の各地で焼却することで，日本全土に

放射能汚染が広まる等の批判がなされた。 

(2) 放射性物質汚染対処特措法（平成二十

三年三月十一日に発生した東北地方太平洋

沖地震に伴う原発の事故により放出された

放射性物質による環境の汚染への対処に関

する特別措置法（平成二十三年八月三十日

法律第百十号），以下「特措法」という。）。 

 

3 特措法が制定された背景，経緯 

(1) 福島第一原発事故以前 

福島第一原発事故発生以前，放射性物質

は環境法の対象に含まれていなかった。廃

棄物の処理及び清掃に関する法律（以下

「廃棄物処理法」という。）第2条第1項

も，「この法律において『廃棄物』とは，

ごみ，粗大ごみ，燃え殻，汚泥，ふん尿，

廃油，廃酸，廃アルカリ，動物の死体その

他の汚物又は不要物であって，固形状又は

液状のもの（放射性物質及びこれによって

汚染された物を除く。）をいう。」と定め，

「放射性物質及びこれによって汚染され

た物」は，廃棄物処理法に基づいての処理

ができず，低レベル放射性廃棄物処理施設

で長期保管しなければならないなど，厳格

な管理が求められてきた（核原料物質，核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

第 58 条，核燃料物質等の工場又は事業所

の外における廃棄に関する規則第 2 条第 1

号）。「放射性物質及びこれによって汚染

された物」にあたるか否かの判定基準を

「クリアランスレベル」というが，セシウ

ム134及びセシウム137のクリアランスレ

ベルは，合計100Bq/kg以下とされている。 

(2) ところが，福島第一原発事故により大

量の放射性物質が発生，拡散した結果，①

それらを従来の法制度の枠組みの下で処理

するのか，新たな法制度を作るのか，②新

たな法制度を作るとした場合，従来の廃棄

物処理法自体を変えるのか，それとも，廃

棄物処理法は残し，特別措置法を制定する

のか。③誰が処理責任を負うのか等が問題

となった。 
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その結果，①新たな法制度を作るが，②

従来の廃棄物処理法自体は変えず，特別措

置法を制定する，③国の責務の下，あらゆ

る必要な措置を国主導で講じる，④汚染の

程度が高い地域や廃棄物は国の責任で処

理され，低いものは自治体が処理する，⑤

④の汚染の程度が低い場合の廃棄物には，

特別の処理基準，維持管理基準が適用され

ることなどを内容とする「特措法」が制定

された。 

(3) 指定廃棄物 

そして，特措法の下で，「指定廃棄物」

という概念が定められた。すなわち，福島

第一原発事故により放出された放射性物

質（以下「事故由来放射性物質」という。）

による環境の汚染への対処について，特措

法第 17 条第 1 項は，「環境大臣は，前条

第1項の規定による調査の結果，同項各号

に定める廃棄物の事故由来物質による汚

染状態が環境省令で定める基準に適合し

ないと認めるときは，当該廃棄物を特別な

管理が必要な程度に事故由来放射性物質

により汚染された物質として指定するも

のとする。」と定め（以下「指定廃棄物」

という。），また，同法施行規則第 14 条

は，上記「環境省令で定める基準」につい

て，「事故由来物質であるセシウム134に

ついての放射能濃度及び事故由来放射性

物質であるセシウム 137 についての放射

能濃度の合計が8000Bq毎 kg以下であるこ

ととする。」と規定した。そして，指定廃

棄物については，環境省令で定める基準に

従い，国が収集，運搬，保管及び処分をし

なければならないものとされた（特措法第

19条，第20条）。 

すなわち，8000Bq/kg 以下の廃棄物につ

いては，廃棄物処理法第2条第1項にいう

「放射性物質及びこれによって汚染され

た物」に該当せずに廃棄物処理法が適用さ

れ，放射性物質が含まれていない廃棄物同

様の焼却や埋立てができることとなった

(特措法第 22 条)。なお，他の原発施設か

ら排出される 100Bq/kg を超える廃棄物等

については，現在も，廃棄物処理法第2条

1 項により，同法の対象から外されている

から，廃棄物と同様の焼却や埋立てはでき

ない。すなわち，特措法は，福島第一原発

事故由来の 100Bq/kg を超える放射性廃棄

物について，廃棄物処理法の「例外（適用

除外）の例外」と認めたのである。 

(4) 特定廃棄物 

また，特定廃棄物とは，特措法第 20 条

で定める廃棄物であり，「対策地域内廃棄

物」（特措法第 13 条）と「指定廃棄物」

（同法第 17 条第 1 項）からなる。「対策

地域内廃棄物」とは，「その地域内におい

て検出された放射線量等からみてその地

域内にある廃棄物が特別な管理が必要な

程度に事故由来放射性物質により汚染さ

れているおそれがあると認められること

その他の事情から国がその地域内にある

廃棄物の収集，運搬，保管及び処分を実施

する必要がある地域として環境省令で定

める要件に該当する地域（特措法第 11 条

第1項）内にある廃棄物」 

 
図表56 環境省HPより 
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図表57 環境省HPより 

 

と定義されているが，これは，福島第一原

発の 20km 圏内を中心とした地域内の廃棄

物とされている。 

 

4 特措法や同法下の現状における問題 

特措法や同法下における問題について，以

下の(1)～(9)が挙げられる。これらの点につ

いては，本章第4節で検討する。 

(1) クリアランスレベルに比べ桁違いに大

きい，指定廃棄物の基準「8000Bq毎 kg」超

という数値に科学的根拠はあるのか。「80

00Bq毎 kg」以下の廃棄物処理の安全性は立

証されているのか。放射性物質利用に伴い

発生する廃棄物等の処理等の安全性のため

の 低限の基準であるクリアランスレベル

が100Bq/kgであること（他の原発施設から

排出される廃棄物については，100Bq/kgの

基準が維持され，一般の廃棄物と同様の焼

却や埋立てはできないこと）との間に整合

性は保たれているのか。 

(2) 特定廃棄物の処理基準及び処理施設は，

安全性に配慮しているといえるのか。 

(3) 8000Bq/kg 以下の放射性物質汚染廃棄

物の管理型処分場への埋立ては安全である

といえるのか。 

(4) 国は福島県の現状を把握し対応してい

るといえるのか。 

(5) 住民参加手続は保障されているのか。 

(6) 国は，指定廃棄物について，宮城県，

栃木県，茨城県，群馬県，千葉県において，

各県ごとに1か所ずつ 終処分場を設置す

る等の方針を定めているが（基本方針），

各県ごとに1か所ずつ 終処分場を設置す

ることに合理性はあるのか。 終処分場の

選定基準は，安全で安心なものといえるの

か。各県の 終処分場は，公正・公平に定

められようとしているのか。国の有識者会

議で定められた基準と，各県ごとの基準，

具体的あてはめ作業との間で整合性は保た

れているのか。 

(7) 「8000Bq毎 kg」超の廃棄物は，もれな

く「指定廃棄物の基準」に指定されている

のか。指定廃棄物は，廃棄物の占有者の申

請により指定されるとする申請主義（逆に，

申請がなければ指定されない。特措法第18

条は「指定することを申請することができ

る。」としている。）がとられているため

に，「8000Bq毎 kg」超の廃棄物であるのに，

指定廃棄物に指定されていないという事態

が発生しているのではないか。特措法の制

度は，一方で放射性汚染廃棄物を集約して

処理する施策を推進しているようでいて，

他方で，国土全体に汚染物質を拡散させる

ものではないのか（「集約，濃縮」の方針

と「放置，拡散」の現実の矛盾）。 

(8) 現在，指定廃棄物につき一時保管がな

されているが，それは環境を汚染し，周辺

住民の健康を阻害するものになっていない

のか。 

(9) 不法投棄の現状を放置してよいのか。 
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 図表58 文部科学省による東京都及び神奈川県の航空機モニタリングの測定結果について（文部科学

省がこれまでに測定してきた範囲及び東京都及び神奈川県内の地表面へのセシウム134, 137の

沈着量の合計）（文部科学省HPより） 
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第2節 放射性物質に汚染された廃棄物の現状

第1 日弁連の調査 

福島第一原発事故によって，大量の放射能

が飛散し，拡散した。これにより，大量の放

射性物質汚染廃棄物が発生し，各地で問題が

生じている。日弁連は，この現状を受け，2011

年から2015年にかけて主に福島県，宮城県，

栃木県，茨城県，千葉県において現地調査を

行った。 

これら調査などを踏まえ，各地の放射性物

質汚染廃棄物の現状を報告する。 

主な現地調査先 

【宮城県】 

・宮城県庁（聴取） 

・加美町，栗原市，大和町（聴取） 

・加美町・栗原市・大和町の住民（聴取） 

・登米市指定廃棄物一時保管施設（視察） 

・宮城県指定廃棄物一時保管施設（視察） 

指定廃棄物一時保管施設（視察） 

【福島県】 

・福島県庁（聴取） 

・郡山市，南相馬市，楢葉町，富岡町 

（聴取） 

・南相馬市住民（聴取） 

・楢葉町住民（聴取） 

・富岡町スタディツアー（視察・聴取） 

・中間貯蔵施設関連住民（聴取） 

・南相馬市焼却炉（視察） 

・鮫川村仮設焼却炉（視察） 

・鮫川村住民（聴取） 

・飯館村仮設焼却炉（視察） 

・郡山市焼却炉（視察） 

・県中浄化センター（視察） 

・いわき市一般廃棄物 終処分場（視察） 

・いわき市焼却施設（視察） 

・いわき市処分場・焼却施設周辺住民（聴

取） 

・福島第一原発 

【栃木県】 

・栃木県庁（聴取） 

・矢板市，塩谷町（聴取） 

・矢板市，塩谷町の住民（聴取） 

・塩谷町 終処分場候補地（視察） 

【茨城県】 

・茨城県庁 

・高萩市及び高萩市住民（聴取） 

・高萩市の未指定廃棄物保管状況（視察） 

・日立市クリーンセンター（聴取） 

・日立市の一般廃棄物 終処分場（視察） 

・日立市の指定廃棄物保管状況（視察） 

【千葉県】 

・松戸市，柏市，流山市（聴取） 

・指定廃棄物一時保管施設（視察） 

・君津市焼却施設（視察） 

・県仮保管に反対する住民（聴取） 

・千葉市 終処分場反対する住民（聴取） 

・8000Bq/kg 以下放射能汚染廃棄物埋処

施設に反対する住民（聴取）及び同処

分場2か所（視察） 

 

第2 福島県 

1 県内の除染廃棄物の保管状況等 

(1) 県内の除染状況 

福島県の説明によると，福島県内で各市

町村が実施する除染について，2015年末ま

での計画数に対して，2014年 2月末現在の

進捗率は，住宅67.6％，公共施設81.7％，

道路43.9％となっている。除染の方法につ

いては，ガイドラインに基づいて，表土除

去や拭き取りなど，その場所に応じて，そ

れに適した手法で実施しているとのこと

である。費用については，福島県の 2015

年度の予算として，各市町村が実施する除

染の経費は，約2000億円となっている。 

富岡町では，町の南西側に避難指示解除
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準備区域，町の中央部分に居住制限区域，

北東部に帰還困難区域があるが，2015年 3

月時点での除染の進捗状況は，宅地・農地

20％，森林 40％，道路 60％が完了してい

る。除染は 2016 年度までに完了する予定

になっている。 

楢葉町では，町の約7割が避難指示 解

除準備区域とされているが，2014年 7月に

除染に着手して，2015年 3月に終了してお

り，現在は事後モニタリングを踏まえて，

フォローアップ除染工事を実施中である。 

(2) 県内の除染に伴う除去土壌等の保管状

況 

福島県内の除染に伴う除去土壌等の現

在の保管状況については，福島県内各市町

村における2014年 12月末現在での仮置き

場の数が849か所，駐車場や一般家庭の庭

に除染土壌等を置くなどの現場保管の数

は 8 万 6680 か所，これら保管場所の総面

積は約345万㎡となっている。 

郡山市では，除去土壌の保管状況は，地

下保管が9割程度で，仮置き場をなかなか

設置できず，設置できているのは一部地域

にとどまっている。なお，除染に伴って発

生する土壌は全て中間貯蔵施設に搬入さ

れる予定である。 

富岡町では，現在，除染土壌等を仮置き

場に保管中ないしは順次仮置き場に搬入

中である。 
 

 

写真12 除染土壌等を入れて保管中のフレコンバッグ 

 
写真13 除染土壌等を入れて保管中のフレコンバッグ

（撮影日：2015年4月4日・撮影場所：福島

県双葉郡富岡町） 

 

楢葉町では，宅地約2400軒，農地約810

㏊，道路約 170 ㏊，合計 20 行政区の除染

を実施し，フレコンバック合計 56 万 9075

個の除染廃棄物を排出し，現在，町内合計

24か所の仮置き場において保管中である。 

 

2 県内の災害廃棄物の保管状況等 

(1) 特定廃棄物の量及び処理の進捗 

福島県内では，災害廃棄物の量について

は2015年 2月末現在で340万5000t（この

数値は，処理が終わった市町村では実測

値，まだ処理が終わっていない部分につい

ては推計値を積み上げて足した結果）であ

る。災害廃棄物の処理の進捗については，

国が直接処理する地域及び国に代行処理

を招請している地域を除けば，2015年 3月

末までに処理は終了している。したがっ

て，県内において災害廃棄物の処理が残っ

ているのは，国に代行処理を要請し得てい

る2市町と，国が処理する汚染廃棄物対策

地域内の全てである。国が代行処理を行う

2市町の処理は，2017年度までの処理完了

を予定している。他方で，国が処理する汚

染廃棄物対策地域内については，環境省が

汚染廃棄物対策地域内廃棄物処理計画を

作成して，その計画に従って処理を進める

ことになっているが，現在は，仮設焼却炉

（撮影日：2015年4月4日・撮影場所：福島

県双葉郡富岡町） 
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を作って稼働させ始めたところで，処理が

始まったばかりである。なお，帰宅困難区

域については，その処理の方針すらもまだ

決まっておらず，現時点では処理の完了ま

で見通すことができていない状況にある。 

富岡町では，災害廃棄物は9万1000tと推

定しており，そのうち2015年3月までに搬

入したものは9600tで，現在仮置き場に保

管しているという状況は，除染廃棄物と同

様である。富岡町では，適宜，環境省から

特定廃棄物処理についての報告を受けて，

環境省と情報共有をしている。 

楢葉町では，災害廃棄物（特定廃棄物）

の量は，震災がれき1万6000t，片付けゴミ

2900t，建物解体廃棄物3万tであり，いず

れについても，除染廃棄物と同様の方法に

より仮置き場で保管中である。楢葉町で

は，環境省がゴミ回収，建物解体等の業務

に着手した後には，環境省からその進捗状

況等の情報提供を受けている状況にある。 

(2) 8000㏃/㎏以下の廃棄物 

セシウム134，137が 1㎏当たり8000㏃

以下の廃棄物について，従来どおりに埋立

て可能とされているが，処分場周辺住民の

反対等により，埋立処分ができずに焼却灰

の全量を一時保管している所もある。福島

県では，産業廃棄物処理施設が抱える問題

についての情報共有や解決に向けた協議

を行うために，「廃棄物処理施設課題検討

会」を立ち上げて，処理施設設置者への支

援を行っているとのことである。 

市町村によっては，震災による避難者の

受入れあるいは復興によって従来よりも

処理すべき廃棄物の量が増加し，その結果

として，放射性濃度の高い廃棄物の受入れ

が物理的にできなくなっているケースも

ある。また，除染で排出された枝葉などは，

比較的に線量が高い傾向にあるので，そう

いった枝葉などついては，引き続き処理施

設への搬入自粛を求めている市町村もあ

る。そのようにして受入れを制限した場

合，受入れをできない分の廃棄物について

は，現在，それぞれの排出業者によって保

管されているという実態がある。また，処

理施設での焼却量を制限している場合に

は，焼却施設において汚染濃度の高い物だ

けが一度に焼却されることがないように，

汚染濃度の高い物と低い物とを適宜混合

しながら処理するという方法が採用され

ている。 

なお，リサイクルについて，災害廃棄物

のアスファルトくずやコンクリート殻に

ついては，土木資材として公共工事に利用

され，木くずについてはチップ化した物が

バイオマス燃料等として利用されている。 

(3) 8000㏃/㎏超10万㏃/㎏以下の廃棄物 

1 ㎏当たり 8000 ㏃超 10 万㏃以下の廃棄

物の処理・管理方法については，特措法に

基づいて，必要に応じて焼却などの減量

化・安定化を図った上で埋立処分を行い，

長期的に管理されることになっている。 

そのような指定廃棄物の数量は，環境省

の発表では，2014年 12月31日時点で，12

万9669.2tとされ，土壌などの推計発生量

は，1035万㎡とされている。 

そのような指定廃棄物の保管方法につ

いては，国では指定廃棄物の収集運搬及び

処分にかかる処理体制が構築されるまで

の間，ゴミ焼却施設などで一時保管するよ

うにしている。福島県によれば，その一時

保管に当たっては，フレキシブルコンテナ

バッグ（通称・フレコンバッグ）等の容器

に収納して，遮水シート等の飛散・流出を

防止する安全対策が講じられているとの

ことである。 

なお，楢葉町では，焼却灰等が8000㏃/

㎏を超えた場合には，フレコンバック詰め

にして，1981年に供用開始した双葉地方広

域市町村圏組合のゴミ焼却施設，南部衛生

センター内で保管している。 
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3 県内の最終処分場の選定経過等 

8000 ㏃/㎏超 10 万㏃/㎏以下の特定廃棄物

の 終処分場として，富岡町内の民間の管理

型 終処分場「フクシマエコテッククリーン

センター」を候補地とすることが有力視され

ている。 

 

 

図表59 環境省HPより 

 

(1) 富岡町の反応 

このように，フクシマエコテックが 終

処分場の候補地となった経緯について，富

岡町は，以下のように説明する。 

すなわち，国が2014年 10月に住民説明

会を開催したが，その後の進捗はない。国

は，既存の管理型処分場であり，かつ，十

分な処分余力のあるフクシマエコテック

を有効活用したいとの説明を行っている。

富岡町としては，国に対して，議会と住民

が納得できるような説明を求めている。富

岡町の住民説明会では，富岡町に 終処分

場を置くことについて，住民から不安が出

ている。そのため，富岡町としても，処分

場を国有化すること，及び安全性確保の疑

念を払拭することが前提とされなければ，

終処分場の受入れには賛成することは

できない。ただし，その一方で，双葉町，

大熊町に中間貯蔵施設が設置されること

になった状況も踏まえると，福島県の復興

のためには，富岡町内に 終処分場が設置

されることもやむを得ないという思いも，

町議会と町民は持っている。 

(2) 楢葉町の反応 

フクシマエコテックが10万㏃/㎏未満の

指定廃棄物についての 終処分場候補地

とされていることについて，富岡町に隣接

する楢葉町は，楢葉町としては関与してい

ないとしつつも，特定廃棄物等の搬入路と

なる楢葉町としては， 終処分場が迷惑施

設であることに変わりはないため，楢葉町

としても，国が地域住民への丁寧な説明を

行って行くべきと考えているとしている。

さらに，2012年 4月 3日付けで，フクシマ

エコテック隣接2行政区は，フクシマエコ

テックへの焼却灰搬入に反対する要望を

出しているとのことである。 

フクシマエコテックの受入れや国に対

する意見や要望について，楢葉町は，フク

シマエコテックを 終処分場とする住民

説明会は開催されたが，楢葉町では受入れ

を承認する段階にもなく，楢葉町の意見や

要望を国に出す段階には至っていないと

する。 

また，楢葉町は，環境省がフクシマエコ

テックを 終処分場候補地として以来，環

境省に対して「なぜフクシマエコテックを

選定したのか。」とその理由を何度も質問

してきたが，環境省からは何の回答も得ら

れていないと強い不満を漏らす。さらに，

中間貯蔵施設の受入れ容量は 2000 万超㎥

を予定していると聞いているが，フクシマ

エコテックの残容量は65万㎥に過ぎない。

これから居住可能になる地域にある容量

の小さい処分場に8000㏃/㎏超の廃棄物を

終処分する合理性には疑問を感じてい
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るとする。 

(3) 富岡町民の意見 

富岡町のフクシマエコテックが10万㏃/

㎏以下の指定廃棄物についての 終処分

候補地とされていることについて，我々が

聞き取った富岡町民の賛否についての意

見は，おおむね以下のとおりであった。 

「特定指定廃棄物の排出元が責任を持

って処分すべきという観点から，富岡町の

特定指定廃棄物は富岡町で処分すべきだ

が，他府県から持ち込まれるのはおかしい

と思う。」，「住民が帰還することを前提

に話を進めていくのであれば，他地域の特

定廃棄物まで（富岡町に）持ち込むのは賛

成できない。」，「感情的に納得できない

部分もあるが致し方ない。」，「今回の原

発の安全性を唱えて原発の設置を進めた

のも国，原発事故後警戒区域の設定をし

て，自宅に帰れないという線引きしたのも

実質的には国だった。 終的な責任は国に

あると思う。現実的には，富岡町には帰れ

ない地域が出てくるのだから，どこまでの

地域が帰れて，どこまでの地域が帰れない

という線引きを地方自治体の首長と国で

はっきりと決めなければ，復興や帰還とい

うのは進まない。その意味で，きっちりと

した線引きをして，帰還できない地域の土

地は全て国有化して，反面，帰還できる地

域の安全は完璧に確保できる対策をとっ

た上で，帰還できない地域に特定廃棄物を

集中させるのがいいと思う。」などといっ

たものであった。 

我々が聴取した意見の中では，人が住む

ことができる空間線量の低い地域にある

フクシマエコテックをわざわざ 終処分

場にするのではなくて，空間線量の高い帰

還困難区域に 終処分場を設置すべきと

いう点は一致していた。この点に関して，

富岡町議会が環境省に対して帰還困難区

域のある北側の土地を 終処分場用地と

して再検討を求める旨の要望書を提出し

たところ，環境省の回答は，「処分用地と

して足りない」というものであったとい

う。 

その他には，富岡町民からは「原発事故

以降，早々にフクシマエコテックを環境省

の官僚が足繁く訪問していたのを実際に

目の当たりにしていたので，（フクシマエ

コテックを 終処分場とすることについ

ては） 初か結論が決まっていたと勘ぐら

ざるを得ない。」との意見もあった。 

 

4 県内の中間貯蔵施設の選定経緯等 

除染土壌及び10万㏃/㎏を超える指定廃棄

物を貯蔵する中間貯蔵施設について，福島第

一原子力発電所を取り囲む形で，大部分が帰

還困難区域とされている大熊町，双葉町がそ

の建設予定とされている。 

(1) 福島県の対応等 

報道によれば，大熊町，双葉町にある予

定地へ除染廃棄物の搬入は始められてい

るが，施設本体の建設時期は不明で，本格

稼働の見通しは立っていないとされてい

る。 

これらは国の事業であるが，福島県とし

てどのように関わっていくかについて，県

はこれまでも専門家会議を開き，放射能や

廃棄物の専門家から意見を伺いながら，国

が 2014 年 5 月に取りまとめた「除去土壌

等の中間貯蔵施設の案について」という報

告書の中身を確認してきたなどと説明す

る。また，同年 12 月に国から「中間貯蔵

施設に係る指針」という，施設の構造や施

設管理等をより具体的に示した，発注の際

には仕様書となるものも示されたという。

さらに，施設の管理運営の基本となる管理

体制も示されたとする。そして，福島県は，

施設の全体設計について，安全・安心の確

保のために必要なものだから，今後，国か

ら説明を受け，専門家の意見も伺いながら
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確認していきたいなどとしている。 

(2) 楢葉町の対応等 

他方で，中間貯蔵施設の建設予定地とし

て大熊町，双葉町と決定される以前には，

楢葉町は，国に対して，以下のような対応

をしてきた。 

楢葉町の除染廃棄物の状況から，10万㏃

/㎏超の廃棄物量が少ないことが予想され

る上に，帰還することが可能な楢葉町に中

間貯蔵施設を設置することは不相当であ

るとして，楢葉町として，国に協力できる

とすれば，楢葉町から出る除染廃棄物に限

定した「保管庫」であると提案してきた。

他方で，国の側でも，楢葉町から出る除染

廃棄物に限定した「保管庫」であることを

前提に，楢葉町で住民説明会を開催して，

住民の理解を求め，楢葉町とも「保管庫」

であることを前提とした交渉を行ってい

た。ところが， 終的に国からの要請が「保

管庫」ではなく，楢葉町以外から出る除染

廃棄物も含めた「中間貯蔵施設」の受入れ

要請に至ったため，楢葉町は，国に対して，

受入れ反対を表明した。 

(3) 中間貯蔵施設地権者の意見 

大熊町，双葉町の住民のうち，中間貯蔵

施設建設予定地の地権者らによって，2014

年 12月17日に，「30年中間貯蔵施設地権

者会」が設立されている。 

① 地権者会の設立理由 

これら地権者らは，福島県の復興のた

めにはやむを得ないとの考えで，国に対

して中間貯蔵施設建設のための土地を

提供した。ただし，地権者個々人が環境

省と対等に契約交渉等を行うことは困

難なため，地権者らは，30年中間貯蔵施

設地権者会を立ち上げて，国との間で補

償交渉を行っている。 

地権者会では，国に対して，以下五つ

の内容の要望を行うことを決めている。 

ア．「30年以内」に福島県外の 終処

分場に廃棄物を搬出すること 

イ．「安全・安心」の担保と監視体制

の構築をすること 

ウ．土地価格については「原発事故前

の価格」を基準とすること 

エ．地権者価格の「その割合」の見直

しをすること 

オ．大熊町・双葉町の「復興」と両町

民の「生活支援」をすること 

中間貯蔵施設建設予定地に，地権者会

はそれ以外にも四つあるが，30年中間貯

蔵施設地権者会が 大の地権者会とな

っている。 

中間貯蔵施設建設予定地には 2300 人

ほどの地権者がいるが，そのうち所在が

判明しているのが 1300 人程度である。

30年中間貯蔵施設地権者会には，104人

が加入しており，両町民の割合は，大熊

町9割，双葉町1割であった。地権者の

所有面積は，双葉町が約5万㎢，大熊町

が11万㎢である。 

② 国との交渉経緯 

当初，国による用地交渉のやり方は，

環境省の官僚がいきなり事前のアポイ

ントメントなしで地権者の避難先等の

現住居に押し開けてきて，地権者に対し

「（大熊町ないしは双葉町の）自宅が壊

れているので，早く土地を中間貯蔵施設

に提供して，金銭を取得した方が良い。」

などと話すというものであった。そのよ

うな国の強引な交渉のやり方から，高齢

者の地権者の中には，「十分な検討もで

きないのに，先祖から代々受け継いだ土

地を『手放せ。』と強引に迫られたので，

もう国とは一切交渉しない。」と憤って

いる人もいる。 

これまで，12回ほど地権者対象の住民

説明会が開催された。2014 年 6 月から

12会場で，大熊町，双葉町で中間貯蔵施

設建設用地に関する説明会が開催され
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た。これらの説明会には，のべ 2500 人

の住民らが参加し，250 人が質問した。

しかし，住民からの質問に対し，国は「検

討させていただきます。」といった抽象

的な回答しかせず，質問内容に即した具

体的な回答を一切行っていない。なお，

説明会は 1 回 2 時間程度で，そのうち 1

時間 15 分が国からの中間貯蔵施設の説

明に充てられ，残り 45 分が住民との質

疑応答に充てられるというやり方が続

いている。 

③ 地権者の関心及び3つの考え方 

地権者らの関心は，主に土地の価格，

補償にある。 

国に用地を提供するか否か，提供する

としてその方法について，地権者の考え

方は，おおむね以下の三つの意見に大別

される。 

(ⅰ)復興のためには国に用地を提供す

ることはやむを得ないとの意見。 

(ⅱ)復興のためには中間貯蔵施設用地

として国に提供せざるを得ないが，先

祖代々の土地を永久に手放すこともで

きない。そこで，国に対して30年間の

借地権を設定して用地を提供するが，3

0 年経過後には原状回復した上で国か

ら用地を返却してもらうとの意見。 

(ⅲ)国とは交渉せず，国に土地を提供

しないとの意見。 

30年間中間貯蔵施設地権者会は，主に

上記(ⅱ)の考え方をもつ地権者の集ま

りである。 

④ 用地の補償内容等 

ア 国の提案した補償額の根拠・基準

が不明確 

用地取得の補償内容について，国の

提案は，売却の場合，通常の土地収用

価格の50％を上限として買い上げ，地

上権を設定する場合には通常の土地収

用の場合の 35％を上限として 30 年間

の地上権設定の権利金として一括とし

て支払うという内容であった。 

この国の提案によると，例えば1反

＝約 1000 ㎡の田を国が買い上げる場

合，原発事故前の通常の土地収用価格

を基準とすると，その約50％に相当す

る120万円となる。しかしながら，原

発事故前には，同じ1反の面積の田を

高速道路建設予定地として買い上げら

れたケースで，国から地権者に約 600

万円の補償がなされた実例もある。そ

のため，地権者会としては，そのよう

な国の提案をそのままでは承服できな

いと考えている。なお，東京電力が，

「全額賠償」として提示している時価

賠償としての金額は，この50％の金額

よりも遥かに低い（例えば，田であれ

ば，1反70万円程度である。）。 

さらに，国は，収容の際の土地の買

取り価格の評価基準時を，原発事故前

とするのか，事故後とするのかについ

て明らかにはしていない。また，売却

の場合には地価の50％，地上権設定の

場合には地価の 35％という金額を国

が提案していることについて，地権者

は，国に対して，そのような金額設定

の根拠についての説明を求めた。しか

し，国は一切回答しなかった。そのた

め，地権者の間では，国に対する不信

感が広がっている。 

また，福島県に中間貯蔵施設受け入

れの際に使用期限 30 年間として交付

された3010億円の一部を使用して，買

取価格の半額を補てんする予定である

が，なぜ，買取価格の半額が，福島県

からの補助金で補てんされるのかにつ

いて，その妥当性，理論的根拠などが

明らかではないと批判されている。 

イ 説明会での国の矛盾した説明 

東京電力から支払われた原発事故に
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よる不動産の賠償金と中間貯蔵施設の

用地収用の際に国から支払われる補償

金との関係について，国は，ある説明

会ではおおむね以下のような内容の説

明を行った。すなわち，「地権者は，

東京電力から既に不動産価格の補償金

支払を受けている。そのため，本来で

あれば，用地取得の際に，国は，地権

者に対して，補償金を二重に支払う必

要はないはずである。国は，中間貯蔵

施設の土地提供者に対しては，余計に

特別な補償を行うのである。そうであ

る以上，ぜひ用地を提供してもらいた

い。」 

ところが，別の説明会では，国は，

「中間貯蔵施設の用地補償の問題と，

東京電力からの賠償金とは全く別の問

題であり，今回の用地補償は適切に行

うものである。」とも説明した。この

ように国の説明内容が矛盾しているこ

とからも，地権者の間では国に対する

不信感が広がっている。 

ウ 地権者の国に対する不信感等 

以上のように，地権者の国に対する

不信感は強くなっている。そのためか，

新聞報道によれば，国に中間貯蔵施設

用地として土地を提供して契約締結ま

で至った地権者がほとんどいない（1

人）とされている。 

さらに，国は，地権者の了解もない

ままに，大熊町，双葉町の地権者の土

地上に中間貯蔵施設を建設すると新聞

社に情報提供して，新聞報道をさせて

いる。このように，国は，地権者の了

解もなく，報道等による既成事実を積

み上げてから，地権者と交渉を始める

というやり方をとっている。このよう

な国のやり方に対しても，地権者は強

い不信感を抱いている。 

なお，30年間中間貯蔵施設地権者会

は，国と3回交渉を行ったが，国は，

地権者会から出された要望に対して，

全く譲歩をしようとしない。 

⑤ 地権者の心情 

地権者の多くは，復興のためには中間

貯蔵施設が必要なことも理解している。

また，自分たちの所有する土地が帰還困

難区域にあり，今後 30 年以上利用でき

ないことも知っている。そのため，自ら

が所有する土地を国に提供することも

やむを得ないと考えている地権者も多

いのが実情である。 

しかし，その一方で，国の説明や交渉

の進め方に対する不信感も強く，適正な

補償を受けることができないのではな

いのかという疑念もある。そのため，地

権者のほとんどが，国との間で用地売却

等の契約締結まではできないのが現状

である。 

⑥ 30年後の用地返還の可能性 

これまで，国は，地権者らに対して，

10 万㏃/㎏超の放射性廃棄物について，

30年間の中間貯蔵をした後に，福島県外

で 終処分するといった説明をしてい

る。 

しかし，地権者の誰もがこの国の説明

を信用していない。 

なお，国と 30 年間中間貯蔵施設地権

者会との交渉の中で，地権者が国に対し

て，「30年間の地上権を設定して用地を

提供した場合でも，30年後に本当に土地

が地上権者の元に返還されるのか。」と

質問したところ，「いったん作った中間

貯蔵施設を 30 年後に廃止して，用地を

返還するのは無理だ。」と回答した環境

省の職員もいた。 

⑦ 地権者以外の他の町民との軋轢 

中間貯蔵施設用地の地権者である町

民とそうでない町民との間に，補償の有

無があるために，軋轢が生じている。国
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道6号線を東西に分けて，他方には，中

間貯蔵施設を設置するために，東京電力

が全額賠償として支払っている土地の

価格をはるかに超える賠償がなされて

いるので，同じ町内の土地所有者間で

も，分断や軋轢などが生じている。 

例えば，避難先の仮設住宅で中間貯蔵

施設の地権者家族と用地外家族とが仲

良くなった。ところが，双葉町，大熊町

に中間貯蔵施設の設置が決まり，国との

地権者との用地補償交渉が始まったと

ころ，用地外家族から「気持ち的に上手

くいかなくなると思うので，今後のお付

き合いは遠慮させて欲しい。」などと言

われて，交流がなくなってしまったとの

事例もあるとのことである。 

 

5 その他 

福島県内では，原発事故後に各市町村に 1

か所ずつ指定廃棄物焼却施設が建設されるこ

とになった。福島県鮫川村では，その第1号

として，鮫川村指定廃棄物焼却実証施設が建

設され，2013年 7月から試験焼却が開始して

いる。その場所は，いわき市，北茨城市等の

住民の水源ともなっていることから，建設反

対の意見もあった。 

同焼却実証施設の建設に際して，18人の共

有地が国に賃貸されたことになっている。と

ころが，その18人の共有者のうち，建設反対

の者や既に死亡している者4人までも，賃貸

の「同意書」に署名したことにされている。 

そこで，地権者の一人が，福島地方裁判所

郡山支部に対して，同施設についての仮処分

事件を申し立て，現在も継続中である。同事

件の中で，国は，契約書の貸主の署名欄を黒

塗りにして裁判所に提出している。また，同

事件において，国は，「どうせ使用していな

いし，汚染されていて使用できない土地なの

だから，地権者に損害はない。他方で，本事

業を停止されると，6億7000万円もの損害が

生じる」などと主張している。 

 
写真14 福島県鮫川村指定廃棄物焼却実証

施設周辺（撮影日:2015年4月2

日） 
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第3 宮城県 

1 県内の保管状況等 

(1) 概要 

宮城県内には，①農林業系（稲わら・牧

草・堆肥），②きのこ原木・ほだ木，③浄

水発生土（汚泥），④下水道汚泥の4種類

の放射性廃棄物があり，8000Bq/kg を超え

る指定廃棄物の保管量は，3384.3t である

（2015年 3月31日時点）。なお，2014年

秋の国の調査によると，未指定の

8000Bq/kg 超の放射性廃棄物が約 2700t あ

り，県が管理している（指定を受けること

による風評被害や市町村管理となる負担

を避けるためと考えられるとのことであ

る。）。 

8000Bq/kg 以下の廃棄物は，①農林業系

と②きのこ原木・ほだ木を合わせて 4 万

7596t を保管しており，この他に汚泥も保

管している。 

県内の放射性廃棄物（8000Bq/kg 以下及

び超の双方を含む）の一時保管について

は，例えば，稲わら・牧草について，ビニ

ール製ラップでロール状に巻いたり，フレ

コンバックに入れるなどし，数か所で集約

保管したり，各農家で個別保管するなど統

一されていない。 

(2) 日弁連の現地調査 

この点について，一時保管施設の一つで

ある栗原市内の保管現場（特措法上の指定

は受けていないため宮城県が管理）を視察

した。同施設はパイプハウスで，周囲を鉄

製の仕切り板で囲っており，施設内に

8000Bq/kg 超の稲わらをフレコンに二重巻

きにしたものを保管しているとのことで

あった。同施設については，設置に際し，

周辺住民からの反発があり，2 年間という

期限を説明し保管を始めたが， 終処分場

が決まらないままその期間が過ぎてしま

っている状況であるとのことだった。 

同じく，指定廃棄物（汚染稲わら）の一

時保管場所がある登米市（特措法上の指定

を受け，国が管理）を視察したところ，水

田と和牛飼育を行っている農家の私有地

内において，ビニールハウスや堆肥舎にお

いて一時保管されたり，別の場所では畑に

隣接した草原にビニールハウスを作り，そ

の中で一時保管するたりするなどされて

いた。その際に同市の住民から聴取したと

ころによると，2013 年 10 月に特措法の指

定を受け，国の委託により登米市が一時保

管を実施し，市内に集約保管 15 か所，個

別保管9か所があるとのことである。集約

保管を受け入れたある行政区では，2 年間

の期限付きで一時保管を受け入れたもの

の，期限を過ぎても 終処分場が決まらな

いことなどから，期限後も保管してほしい

と言われ，困惑しているとのことであっ

た。そのような状況であることから，ある

住民は，処分場を一日も早く作ってほしい

と話す一方，例えば栗原市の 終処分場候

補地である深山嶽は，登米市の水源地でも

あり，そこに処分場ができるのも困ると話

していた。また，他の住民は，農地で一時

保管していることによる風評被害につい

て触れた上，県内の3候補地にも同じく風

評被害が生じかねず，同じ農家として心が

痛むと話していた。こうした住民の切実な

話を聞くと，問題の難しさを改めて認識せ

ざるを得ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2節 放射性物質に汚染された廃棄物の現状 

－157－ 

写真15 栗原市志和姫地区一時保管場（宮城県管理） 

 

写真16 登米市迫町新田地区一時保管場（国管理） 

 

2 県内の最終処分場選定経過等 

(1) 候補地の公表 

指定廃棄物については各県内において

処理するという閣議決定（基本方針）の下，

2012 年 10 月以降，市町村長会議が行われ

た。 

同月の第1回会議において，指定廃棄物

の処分場を県内1か所に設置することにつ

いて合意がなされ，2013 年 11 月の第 4 回

会議までに，詳細調査の上， 終候補地を

選定することも含め，候補地の選定手法が

確定された。 

そして，2014年 1月の第5回会議におい

て，栗原市深山嶽，大和町下原，加美町田

代岳の3か所が候補地として公表された。 
 

 
図表60 宮城県における 終処分場の3候補地（2014

年1月20日付け環境省「宮城県における指定

廃棄物の処分場の候補地選定手法に基づく詳

細調査候補地の選定結果について（概要版）」

より） 

(2) 住民らの反対 

しかし，公表直後から，3 市町とも，そ

れぞれ候補地として提示された場所が，水

源地であるなど様々な理由から反対を表

明し，選定は進まなかった。 

その後，2014年 5月から6月にかけ，国，

宮城県，3 市町の 5 者による関係者会議が

開催されたが，3 市町の反対姿勢は変わる

ことはなく，同年 7 月 25 日及び 8 月 4 日

には，それぞれ第6回及び第7回市町村長

会議が開催され，県内の市町村長の総意と

して詳細調査の実施はやむを得ないとの

結論となった（ただし，加美町は詳細調査

の実施自体に反対）。 

(3) 詳細調査の中断 

その後，2014 年 10 月，環境省が 3 候補

地の詳細調査として，ボーリング調査に着

手したが，加美町において，住民の反対運

動により，3回（10月 24日，25日，27日）

にわたり阻止されたため，3 候補地とも詳

細調査を中断し，現在まで行われていない

という状況である。 

(4) 県知事の対応 



第 3章 放射性物質に汚染された廃棄物 

－158－ 

なお，2014年 8月7日には，同月4日の

第7回市町村長会議で出た意見を踏まえ，

宮城県知事が環境大臣に対し，「他県に集

約して処理を行うことが可能となるよう

方針の見直しの可能性を検討していただ

きたい」と文書で要請したが，国からは否

定的な見解が示されているとのことであ

る。 

また，同年 12 月 4 日の宮城県知事と福

島県知事との面談の際，宮城県知事より，

「福島県に集約すべき」との声があること

を説明したが，福島県知事からは明確に断

られているとのことである。 

ただ，宮城県知事としては，県内1か所

という処理方針に変わりはないとのこと

であった。 

(5) 現状 

国としては，2014年中に詳細調査を終え

る方針で進めてきたが，上記の経緯で進ん

でおらず，日弁連の現地調査で宮城県庁訪

問時点（2015年 4月3日時点），国からは

特段何も要請がない状況とのことである。 

宮城県としては，指定廃棄物が分散して

一時保管されたままの状況が続いている

ため，1 日も早く 3 か所同時期に詳細調査

を再開するよう要請していく方針とのこ

とである。 

 

3 3候補地の状況 

(1) 加美町 

町内には，8000Bq/kg を超える廃棄物を

40t 保管しており，フレコンバックに入れ

ている（線量の高い薪の焼却灰は，ドラム

缶を二重にした放射性遮へい容器に入れ

ている）。 

同町の田代岳が候補地として公表され

たが，町としては反対している。そもそも，

選定基準を策定した市町村長会議は，大量

の資料をその場で見せられ，意見を求める

もので，そのようなやり方で深い議論がで

きるわけがなく，自由な議論はできなかっ

たとのことである。また，豪雪地帯であり，

積雪調査をしない点，町内に「やくらい観

光施設群」があり，年間入込客数 50 万人

以上の観光地として除外されるべきとい

う疑問に回答がない点など，選定過程に問

題があると考えている。さらに，2014年 5

月 26 日の関係者会議において開示された

資料から，田代岳が，国が除外するとした

30度以上の傾斜地であることがわかり，ま

た，水源からの距離を考えても，候補地に

ならないことなどの問題もある。 

宮城県内の他の2候補地と異なり，町と

して詳細調査の実施自体に反対している。

2014 年 12 月には，国を含む事業者が，町

が指定した水源地区内において放射性廃

棄物の処理事業を行う際，町長の許可を義

務付けることを内容とする水源保護条例

を制定した。 

同町における住民運動については，視察

の際，加美町の「放射性廃棄物 終処分場

建設に断固反対する会」からヒアリングを

行った。同団体は，加美町や農業協同組合

（JA）支所も構成メンバーとなり，行政と

一体となって反対署名を集めたり，集会を

行うなどして反対運動を展開していると

のことである。2014 年 10 月に，環境省が

候補地の詳細調査に入ろうとした際には，

住民の反対により阻止され，以降現在まで

行われていない状況である。 

(2) 栗原市 

市内には，8000Bq/kg を超える放射性廃

棄物（指定は受けていない）が，稲わら，

牧草の合計で 974t あり，2012 年 5 月以降

集約し，稲わらは5か所の，牧草は1か所

の一時保管施設（宮城県が管理）で保管さ

れている（上記 1⑵のとおり，2 年間の期

限との説明で保管を開始したが，期間が経

過してしまっているという経緯がある。）。 

同市の深山嶽が， 終処分場候補地の一
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つとして公表されたが，市として反対して

いる。その理由は，深山嶽周辺が岩手・宮

城内陸地震で地すべり等の自然災害が発

生している地域であること，荒砥沢ダム，

花山ダムへと流れる水源地であることな

どである。候補地選定に係る市町村長会議

については，その場で配布された資料を見

て詳細を理解し，質問や意見をいうのは難

しく，活発な議論が行われたとはいい難か

ったとのことである。 

詳細調査については，深山嶽が不適地で

あることの立証のため，国の有識者会議委

員と栗原市推薦の専門家との意見交換を

行うなどの条件付きで，3 候補地同時実施

を前提に，受け入れるという方針である。

ただし，現状のまま進展がなく，詳細調査

に入れないようであれば，時期を見て市町

村長会議に返上することも検討するとの

ことである。 

同市における住民運動については，視察

の際，栗原市における3団体（「放射性指

定廃棄物 終処分場候補地撤回を求める

地域住民の会」「指定廃棄物 終処分場候

補地の白紙撤回を求める栗原市民団体連

絡会」「放射能から子どもたちを守る栗原

ネットワーク」）からヒアリングを行った。

3 団体は，既に放射性廃棄物に関する観光

等に対する風評被害があり，補償もない

中， 終処分場によりさらに被害が大きく

なるのではないかという懸念，水源地であ

ることなどから，処分場建設反対の運動

（立て看板，のぼり旗等の設置，環境省な

ど行政や国会議員への要請活動，学習会な

ど）を行っている。ただし，栗原市とは連

携しておらず，JA支所も参加していないと

のことである。 

(3) 大和町 

町内には8000Bq/kgを超える放射性廃棄

物は保管されていない（8000Bq/kg 以下の

廃棄物は，牧草30.5tを町内3か所で農家

の私有地において，梱包した上で，ビニー

ルハウスで保管するなどしている）。 

同町の吉田下原が候補地として公表さ

れたが，自衛隊の演習場が隣接し，着弾地

が近いこと，既に宮城県内の震災がれきの

焼却灰の6割以上を町内の管理型処分場で

受け入れていることなどの理由から，町と

しては反対しており，環境省へ要望書の提

出などを行っている。なお，詳細調査につ

いては，市町村長会議や関係者会議が重ね

られる中で方向性が決まったものである

ことから，調査自体は受け入れるという方

針とのことである。 

同町における住民運動については，視察

の際，大和町の「旧升沢下原地区住民の会」

からヒアリングを行った。同団体として

は，候補地はもともと十数年前に米軍演習

場が沖縄から移転してきた際，周辺住民が

立ち退いた地区であり，そこを処理施設に

することに納得がいかないなどと話して

いた。反対運動としては，反対の看板を立

てるなどしているが，行政や JA は参加し

ていないという。 
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第4 栃木県 

1 県内の保管状況等 

栃木県内には，1 万 3529.1t の指定廃棄物

が保管されており（2015年 3月31日時点），

フレコンバッグに入れ，173 か所の仮保管場

所に分散して保管している状況である。 

放射性廃棄物の濃度が8000Bq/kg超になる

のを防ぐため，広域クリーンセンター大田原

（大田原市，那須町）では，庭木の剪定木の

焼却を控えていた時期があり，現在も制限し

ていたり，日光市でも剪定木の焼却を控えて

いたりした時期があったとのことである。 

 

2 県内の最終処分場選定経過等 

(1) 矢板市の候補地提示と撤回 

2012年 9月3日に，県内の指定廃棄物

終処分場候補地に矢板市塩田大石久保の

国有林野が選定されたが，市の反対（矢板

市長は環境省の説明自体を拒否）や，「指

定廃棄物 終処分場候補地の白紙撤回を

求める矢板市民同盟会」（矢板市民からの

聴取によると，市の主導で設立された組織

であり，当初は大きな集会を市が主導して

開催するなどしたが，その後は市民が運動

の中心となっていったとのことである。）

を中心とする住民の反対運動が展開され

た。 

この反対運動の際には，茨城県高萩市や

高萩市市民同盟会（後述第5参照）とも協

力し，双方の市町や市民同盟会が相互の市

を訪問したり，高萩市との合同決起集会

（双方の市民同盟会が主催）を日比谷野外

音楽堂で開催したりするなどの活動を行

った。 

栃木県によると，矢板市が候補地に選定

された際には，国から県に候補地視察の際

に同行してほしい旨連絡があり，県とし

て，それであれば県から事前に当該候補地

の市町村に連絡する必要があると告げた

ところ，連絡がないまま矢板市が候補地と

して提示された経緯があるようである。そ

のため，矢板市や市民としては，一方的で

地元を無視したとの反発が大きかったよ

うである。 

そのような経緯もあり，環境省は 2013

年 2月25日，矢板市の候補地を一旦取り下

げた。 

(2) その後の候補地選定経緯 

その後，2013年 4月以降，市町村長会議

が開催され，同年 12 月の第 4 回市町村長

会議において，栃木県における候補地の選

定手法・提示方法が確定された。ただし，

後に候補地として提示された塩谷町から

は，選定手法は市町村のアンケート結果に

より確定したとされているが，国有地・県

有地を有している市町村とそうでない市

町村とでは，アンケートの回答に温度差が

あり（栃木県では国有地・県有地から候補

地を選定することとなっている），選定手

法について十分な議論が行われたとはい

えないとの指摘がある。 

上記会議の中では，県内処理の基本方針

自体に異議が出ることもあり，福島県で処

理した方がよいという声もあったとのこ

とであるが， 終的に，栃木県としては県

内1か所で処理する方針が現実的と考えて

いるとのことである。 

そして，2014 年 7 月 30 日，詳細調査を

行う候補地として塩谷町寺島入が公表さ

れた。 
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図表61 栃木県における 終処分場候補地である，

塩屋町寺島入（2014年7月31日付け環境

省「栃木県における指定廃棄物の処分場の

候補地選定手法に基づく詳細調査候補地

の選定結果について（概要版）」より）  

(3) 塩谷町の候補地提示後の状況 

しかし，同町は詳細調査自体に反対の立

場であり，住民の反対運動もある状況であ

る。 

2014 年 9 月 19 日には，同町は，「塩谷

町高原山・尚仁沢湧水保全条例」を制定し，

候補地を含む西荒川及び東唐川流域を保

全地域に指定する手続をとった。同条例

は，町が指定した地域内の事業を，国も含

め許可制とする内容である。 

さらに，2015年 2月 2日には，町が問題

にしている面積（寺島入が選定手法で示さ

れた面積に足りないのではという点）につ

いて，環境省が測量を行おうとしたとこ

ろ，反対住民団体である「塩谷町民指定廃

棄物 終処分場反対同盟会」により，候補

地への入り口林道での封鎖抗議等により

阻止されている。 

 

3 塩谷町の状況 

(1) 概要 

塩谷町においては，8000Bq/kg を超える

廃棄物として，農業系副産物（牧草）を

22.8t 保管しており，町有地において一時

保管している。 

庭木や苅草が多く排出される春から夏

にかけては，焼却灰や煤塵の放射能濃度が

高くなるため，庭木等は少量ずつ焼却して

いるとのことである。 

8000Bq/kg 以下の廃棄物については，町

が収集運搬を行い，2 市 2 町（矢板市・さ

くら市・高根沢町・塩谷町）で構成するご

み処理施設において焼却等を実施した後，

焼却残渣を群馬県にある民間の 終処分

場で処分している。ただし，国の基準に関

わらず，4000Bq/kg を超えた焼却灰は，民

間業者の基準で，一般廃棄物 終処分場に

持ち込みができなくなるとのことである。 

(2) 塩谷町の反対運動 

上記のとおり，同町寺島入が 終処分場

候補地とされたことについて，町として反

対している。町としては，栃木県における

候補地の選定手法について，矢板市が選定

された際に 16 項目あった評価項目が 4 項

目になるなど，「寺島入」ありきで評価項

目を設定しているようにみえる点などに

疑問を持っているとのことである。そし

て，尚仁沢湧水をはじめとする高原山系の

多数の水源地があること，河川の至近距離

にあること， 終処分場候補地に選定され

ただけで，米・豆腐などの食料品関連産業

で契約が打ち切られるなどの風評被害が

発生していることなどから，反対の立場を

とっている。なお，風評被害の点に関して，

環境省は，地域振興策及び風評被害対策を

示しているが，塩谷町としては，現在の農

業・商工観光の生産・販売額だけでも，環

境省が示している各県1か所の 終処分場

を設置するとされている5県で50億円（1

県あたり 10 億円）では，到底足りないと

のことである。 

そのような理由から，町として，国，栃

木県等に対し，質問書や白紙撤回を求める

議会の意見書の提出などを行ってきた。ま

た，寺島入が面積の要件を満たさないので
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はないかという点について，2015年1月に，

環境省による測量への町長が同席するこ

とに一度同意したが，町民から多くの反対

があったため撤回している。町としては，

詳細調査自体に反対しており，町民として

は，測量を受けることで，詳細調査につな

がりかねないという心配が寄せられたと

のことである。また，町として，上記の湧

水保全条例を制定し，候補地を含む地域に

おける事業を許可制としている。 

さらに，同町は，2014 年 11 月，候補地

の白紙撤回とともに，指定廃棄物 終処分

場について，福島第一原発周辺の放射線量

を調査し，長期にわたる帰還困難地域を国

が明確に示すことを前提として，福島第一

原発周辺の土地に集約すべきであるとい

う意見を表明している。この意見に対して

は，2015 年 4 月 24 日時点で，電話又は来

訪により 285 件の意見が全国から寄せら

れ，賛成意見が223件，反対意見が55件，

その他7件である（塩谷町HP）。なお，上

記のうち，福島県からの意見は，賛成意見

が20件，反対意見が23件である。 

また，宮城県の加美町とは，相互に訪問

し合い，反対運動や環境省に対する質問状

の起案などで協力関係を築いているとの

ことである。他には千葉県や茨城県高萩市

との連携もあるとのことである。 

住民団体としては，上記の反対同盟会が

2014年 8月に設立されており，反対派とし

ては同会に一元化しているとのことであ

る。例えば，上記の，環境省による測量を

阻止した際の活動は反対同盟会によるも

ので，同会は，環境省による抜き打ち調査

阻止のため，監視活動を行っているとのこ

とである。 

 

 
写真17 塩谷町候補地周辺（「全国名水百選」との立

て札がある。） 
 

 

写真18 塩谷町候補地周辺 河川の状況 
 

第5 茨城県 

1 県内の保管状況等 

茨城県内には，14市町の15か所において，

合計約3643tの 8000Bq/kgを超える放射性廃

棄物が，一時保管されている（2015年 7月 13

日視察時点）。なお，このうち，110t程度（稲

わら等の農業系の放射性廃棄物）は，特措法

上の指定を受けていない。県によると，その

明確な理由は把握できていないが，指定廃棄

物の処理方針がいまだ定まっていないことが

原因の可能性があるとのことである。 

これらの放射性廃棄物は，フレコンバック

に二重巻きにされるなどした上，主に屋内で

保管されている（一部は屋外で保管されてお

り，その場合は遮水シートを被せるなどして

いる。）。例えば，県内で も多く指定廃棄

物を保管している日立市では，フレコンバッ

クに入れた上，市内のごみ焼却場敷地内にお
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いて，現在稼働している焼却施設に隣接して

いる旧焼却施設のごみピット等に入れて保管

している。 

 

 

 

写真19（左），20（右） 日立市のごみ焼却施設内の

一時保管状況（左が旧焼却施設の外観，右が内部での保

管状況） 

 

2 県内の最終処分場選定経過等 

(1) 高萩市の候補地提示と撤回 

2012 年 9 月 27 日に，県内の指定廃棄物

終処分場候補地に高萩市上君田の国有

林野が選定され，当時の環境副大臣が高萩

市及び県に通知した。 

しかし，候補地選定については，事前に

高萩市や県に一切打診や議論を行うこと

がなかったとのことであり，高萩市及び住

民の強い反発を招いた。 

そして，上記のような一方的に通知を行

うという経緯，候補地周辺に花貫川という

水道水源を抱えていること，観光・農畜産

物の販売不振などの風評被害といった点

から，高萩市は市長をはじめ強く反対し，

「指定廃棄物 終処分場候補地の白紙撤

回を求める高萩市民同盟」を中心とする住

民の反対運動が展開された。反対運動にお

いては，同時期に 終処分場候補地とされ

た栃木県矢板市とも連携し，市町や矢板市

市民同盟との相互の訪問や，矢板市との合

同決起集会（双方の市民同盟会が主催）を

日比谷野外音楽堂で開催するなどの共同

歩調をとった。 

以上のような地元の強い反発等が背景

にあり，環境省は2013年 2月 25日，候補

地選定を一旦取り下げた。 

(2) その後の候補地選定経緯（分散保管と

いう選択肢） 

 

 
図表62 2015年4月16日開催の茨城県指定 

廃棄物一時保管市町村会議配布資料1 

 

その後，2013年 4月以降，市町村長会議

が開催され，指定廃棄物 終処分場候補地

の選定手法の説明などがなされているが，

現在まで候補地の提示はなされていない。 

そのような中，同年 6 月 27 日の第 2 回

市町村長会議において，指定廃棄物の処理

方針について，県内1か所に 終処分場を

設置するという方針のほか，8000Bq/kg を

下回るまで現状の保管を維持し，県内の既

存処分場で処分を行うという意見が出た

ため，同年12月 25日の第3回市町村長会

議において，上記2つの意見について，そ

れぞれ安全性やメリット・デメリットの検

討がなされたが，意見の集約までには至ら

なかった。 

その後，2015年1月28日に第4回市町村長

会議が開かれ，上記2案についてのアンケ

ート結果について検討された。アンケート
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結果としては，指定廃棄物を一時保管して

いる14市町村は，県内1か所処理施設設置

が6市町村，現地保管継続が7市町村であり

（その他は1市町村），一時保管していな

い30市町村は，県内1か所が6市町村，現地

保管継続が5市町村であった。 

第4回市町村長会議の際，一時保管をし

ている首長の意見交換の場を設けるべき

だとの声があったため，2015年 4月6日，

指定廃棄物を一時保管している自治体が

集まり，茨城県指定廃棄物一時保管市町長

会議が開催された。分散保管について，ア

ンケートにおいては，県内1か所という意

見と回答が拮抗していたが，同会議の際に

は，分散保管という意見が大勢であった。 

県としては，市町村会議の意向を反映し

た方針を求めるという立場であり，現在，

分散保管について，国が持ち帰って検討し

ている状況である（次回の一時保管市町長

会議において，検討結果を報告する予定と

のこと）。 

以上の経緯で，現在では，一時保管をし

ている自治体の市町村長会議においては，

分散保管という意見が大勢であるとのこと

であり，県も同会議の意向を尊重する立場

であって，国の対応待ちという状況である。 

(3) 今後の見通し（分散保管の選択肢の可

能性） 

上記のとおり，茨城県においては，一時

保管をしている自治体を含め，分散保管の

意見である市町村が多数となっている状況

である。このような意見状況となる背景と

して，茨城県内の指定廃棄物の濃度が比較

的低いという事情があるものと思われる。 

すなわち，環境省は，2015年 4月6日の

一時保管市町長会議において，一時保管場

所毎の8000Bq/kg超の廃棄物保管量の変化

のデータを示した（図表 62 参照）。この

データは，年数の経過とともに，指定廃棄

物の放射能濃度がどれだけ低減するかを

示すものである。 

この一覧表を見ればわかるとおり，茨城

県内の指定廃棄物について，環境省によれ

ば，10 年後ないし 13 年後には，ほとんど

の指定廃棄物が8000Bq/kgを下回ることに

なるとのことである。県内 大量の

8000Bq/kg 超の廃棄物を保管している日立

市でさえ，9 年後にはすべての廃棄物が

8000Bq/kgを下回る見込みとなっている。 

つまり，数年から，遅くとも十数年後に

は，現在一時保管している指定廃棄物のほ

とんどが8000Bq/kgを下回り，一般の廃棄

物処理場において処理が可能となる見通

しであるとはいえ，このような見通しが，

多くの市町村が，分散保管を許容している

背景にあると推察される。 

この点について，視察した高萩市から聴

取した際，同市から，「一度，候補地とし

て選定された立場として，住民の合意を得

ることは困難と感じている」という発言が

印象的であった。日立市を視察した際も，

同市から，「14市町長会議（一時保管市町

会議）では，どこが決まっても困難との認

識」も示された。 

このように，茨城県において，指定廃棄

物の処理方針について，分散保管という選

択肢が検討され，その意見が多数を占める

に至った背景には，第1に，県内1か所に

終処分場建設という方針が，現実に実現

するのが困難であるという認識（この点

は，茨城県に限られないと思われる。），

第2に，茨城県内の指定廃棄物が，比較的

放射能濃度が低く，比較的短期間で

8000Bq/kg を下回る見通しであることが環

境省から示されたことがあると思われる。 

こうした茨城県の議論状況は，比較的濃

度が高い他県にそのまま妥当するとはい

えないものの，今後の指定廃棄物の処理の

議論に，一石を投じるものといえそうであ

る。 
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第6 千葉県 

1 全般状況 

(1) 数量 

千葉県の指定廃棄物の数量（2015年 3月

31 日時点）は，3687t（焼却灰（一般）

2723.6t，焼却灰（産廃）0.6t，下水汚泥

（焼却灰含む）542t，その他 420.8t の合

計）とされている（環境省HP）。これは，

福島県，栃木県に次ぐ数量である。 

環境省は，「千葉県においては，焼却灰

や下水汚泥などの指定廃棄物が県内に分

散して一時保管されており，保管場所がひ

っ迫しています。これらを集約して安全に

処理するため，長期管理施設を県内に1か

所設置します。他県で発生している指定廃

棄物を持ち込んで処理することはありま

せん。」との方針を示している（同省HP）。

しかしながら，千葉県においても他県と同

様，「国による処理体制が整うまでの間は，

ごみ焼却施設や浄水施設，下水処理施設，

農林業施設の施設管理者などにやむを得

ず一時的な保管をお願いせざるを得ない

状況」である（同省HP）。 

特に，松戸市，柏市，流山市などの比較

的都市化が進んだ地域に指定廃棄物が集

中している。これら3市合計の指定廃棄物

の数量は，概算で（ただし，上下水道・ご

み処理などの広域的な公共事業から発生

する廃棄物を関係市町に配分した分を含

めて）2900t 超であり，千葉県内全体数量

の約8割を占めている。これらの地域では，

用地の確保が困難であり，人口稠密な地域

も存在することなどから，指定廃棄物の一

時保管に苦慮している。 

(2) 焼却灰（千葉県の一時保管） 

千葉県は，「松戸市，柏市，流山市，我

孫子市及び印西地区環境整備事業組合（4

市 1 組合）からの要望を受け，2012 年 12

月 21 日から 2015 年 3 月 24 日まで，放射

性物質濃度が8000Bq/kg超のごみ焼却灰の

一時保管を実施」した（千葉県HP）。本来，

国が 終処分するまでは，各市町村が指定

廃棄物を一時保管すべきであるが，前記の

とおり松戸市，柏市，流山市に指定廃棄物

が集中し，用地確保も困難であるとの理由

で広域自治体である千葉県が一時保管に

乗り出した形であった。 

こうして千葉県が一時保管した数量は，

松戸市搬出分（約 52t），柏市搬出分（約

296t），流山市搬出分（約 178t）の合計

526tであった（我孫子市及び印西地区環境

整備事業組合の分はいずれも0t）。その一

時保管場所は，千葉県の汚水処理施設であ

る手賀沼終末処理場の空き地であり，そこ

に仮設倉庫（テント式の倉庫）を設け，固

化処理した焼却灰（指定廃棄物）を搬入す

るという計画であった。当初は約2500tの

焼却灰を3年間にわたり千葉県が一時保管

する計画であったが，周辺住民が強く反対

し，公害等調整委員会の調停，撤去請求の

民事訴訟等の紛争に発展，結局は，計画の

5 分の 1 程度で挫折し，指定廃棄物（焼却

灰）の全てを搬出3市が自市に持ち帰った

という経緯がある。 

千葉県は，この一時保管について，十分

な説明をしなかったと上記調停及び訴訟

等において住民らから指摘されており，こ

の事例においても，放射性物質汚染廃棄物

の処分についての合意形成の困難さが現

れている。また，利根川と手賀川という 2

つの河川に挟まれた地形から，深刻な水害

が予測され，かつ，もと沼地であったこと

から，地盤の脆弱さや液状化の危険を指摘

されるなどしている場所に，簡易な「テン

ト倉庫」を建て，そこに指定廃棄物を一時

保管するという千葉県のやり方には，安全

性の面からも重大な問題があったと思わ

れる。強風や竜巻が頻発している昨今，テ

ント倉庫の耐風性にも疑問が呈されてい
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た。住民らの間には，十分な説明がなく納

得できないといった合意形成プロセスの

欠陥に対する怒りとともに，そもそも施設

の安全性に対する不信が渦巻いていた。そ

のため，千葉県の一時保管計画は前記のと

おり失敗に終わった。 

(3) 下水処理汚泥 

手賀沼終末処理場（我孫子市，柏市，流

山市，松戸市，鎌ケ谷市，印西市，白井市

の 7 市関連）では，「8000Bq/kg を超える

下水汚泥焼却灰」を，保管容器（フレキシ

ブルコンテナ）800 袋に詰め，テント式の

仮設倉庫内に保管している（約380t。なお，

2014年4月から保管容器の開口部を接着剤

により密閉しているとのこと）ほか，建屋

内のスペースに339袋（約170t）を一時保

管している（千葉県HP）。 

この一時保管についても，利根川と手賀

川という 2 つの河川に挟まれた処理場内

（前記のとおり2015年3月24日まで焼却

灰が一時保管されていた処理場）内での一

時保管であり，水害や地盤の危険，簡易な

「テント倉庫」での保管について，前記と

同様の問題がある。しかしながら，この汚

泥の一時保管はいまだ継続中である。この

地域は，我孫子市等の洪水ハザードマップ

において洪水時に 5m の浸水を予想されて

おり，仮に，指定廃棄物が利根川等に流出

すれば，広域に放射能汚染をもたらし，河

川ばかりか海洋をも放射能汚染にさらす

危険がある。 

 

2 松戸市，柏市，流山市の状況 

(1) 松戸市 

松戸市では，2 か所のごみ焼却施設で，

それぞれ924.14t（1521袋），19.78t（28

袋）の指定廃棄物（焼却灰）を保管してい

る。前者では，仮設建物の内部に，後者で

は焼却施設の地下2階に，保管容器（耐水

性のフレキシブルコンテナ，環境省ガイド

ラインに準拠したランニング型のもの）に

入れて保管している。 

松戸市では，4000Bq/kg 以下などとされ

ている市外業者の 終処分場の受入基準

（自主基準）を超えないよう，放射能汚染

されている草木などの混入量を調整して

焼却しているため，現在は指定廃棄物が増

える状況にはない。 

(2) 柏市 

柏市では，2 つのごみ焼却施設内にフレ

キシブルコンテナで計614t（計897袋）の

指定廃棄物（焼却灰）を一時保管している。

さらに，そのうち1つの施設の屋外には，

「ボックスカルバート」というコンクリー

ト製（30cm厚）の構造物からなる仮保管庫

を別途設置し，ドラム缶で373t（1824本）

の指定廃棄物を一時保管している（なお，

もう一つの施設にも「ボックスカルバー

ト」を建設中である）。くわえて，柏市

終処分場にはドラム缶で 76t（430 本）の

指定廃棄物を一時保管している。 

柏市でも，草木等の混合を調整して焼却

しているため，現在は指定廃棄物が増える

状況にはない。 

(3) 流山市 

流山市では，ごみ焼却施設内に指定廃棄

物（焼却灰）586tをフレキシブルコンテナ

に入れて（1182袋）一時保管している。保

管場所は，施設内テントの他に，搬入スロ

ープ下，屋外の3か所である。 

流山市でも，草木等の混合を調整して焼

却しているため，現在は指定廃棄物が増え

る状況にはない。 

現在，指定廃棄物保管のために，「ボッ

クスカルバート」2基の設置を進めている。 
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写真21 流山市のボックスカルバート（建設中） 

完成後，指定廃棄物を搬入した上，密閉予定。 
 

3 指定廃棄物最終処分場について 

2015年 4月，環境省は，千葉県内に設置す

る指定廃棄物 終処分場の候補地として，千

葉市中央区蘇我町に所在する，東京電力千葉

火力発電所の敷地を選定した。この候補地は，

埋立地であることから，地盤の脆弱性，液状

化の危険が指摘されている。また，漏出事故

の場合の環境・海洋汚染を危惧する声も大き

い。千葉市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表63 千葉県における 終処分場候補地である，東

京電力千葉火力発電所敷地内（2015年4月24

日付け環境省「千葉県における指定廃棄物の長

期管理施設の候補地選定手法に基づく詳細調

査候補地の選定結果について（概要版）」より） 

は，県庁所在地であり，政令指定都市である

こと，近隣まで住宅地が広がっていることか

ら，強い反対運動が起きている。さらに，環

境省の選定方法について，不合理であり，十

分な説明もなかったなどとして，手続的瑕疵

についても強い非難が向けられている。 

そのため，千葉県においても，指定廃棄物

終処分場が確保できるのか否か，いつ確保

できるのか，全く不透明な状況である。 

 

 

図表64 千葉日報 2015年4月18日 

 

 
写真22 千葉市中央区の東京電力千葉火力発電所 

日本経済新聞 2015年4月17日 
 

テキストボックス
図表省略

テキストボックス
写真省略
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4 8000Bq/kg 以下の廃棄物の処分につい

て 

千葉県内には，8000Bq/kg以下ではある（指

定廃棄物ではない）が，放射能に汚染された

廃棄物が埋め立てられている，2つの民間の廃

棄物 終処分場がある。 

それらの処分場の廃棄物受け入れ基準は

4000Bq/kg 以下程度とのことであるが，福島

第一原発事故の以前から比べれば，外部環境

に出すには極めて高レベルというべき廃棄物

が既に何万 t と埋め立てられているのであ

る。しかも，それらの処分場は，同事故の前

に建設されたものであり，当然ながら，放射

能に汚染された廃棄物を埋め立てることも，

そこから浸出してくる排水を処理することも

想定していない，いわば「普通」の処分場で

ある。こうした処分場に指定廃棄物ではない

からという理由で放射能に汚染された廃棄物

を埋め立てることに問題はないのであろう

か。しかも，それらの処分場は，山の上や水

源地帯に位置し，過去に汚水漏出事故を起こ

しているのである。今後，漏出事故が起きれ

ば，取り返しのつかない放射能汚染が広がる

おそれがあるというべきである。 

 

第7 群馬県及びその他の地域 

1 群馬県 

群馬県では，県内の指定廃棄物は渋川市な

ど7市村で発生した計1186.7 tで，浄水場な

ど 9 の公共施設で保管している状況である

（群馬県，廃棄物・リサイクル課発表）。 

これら指定廃棄物の 終処分場について

は，建設場所などを検討する市町村長会議が

二度開催されている。 

しかし，同会議は，2013年 7月1日に第二

回目が開催されたが，そこは町村会，市長会

それぞれで自由に議論できる状況で議論した

上，再度市町村長会議を開くべきことが確認

された（第二回群馬県指定廃棄物処理促進市

町村長会議・議事録）のみで，それ以降，市

町村会議は開催されていない（2015年 7月時

点）。 

その後，町村会は，「県内に受け入れる町

村はない」との意見書を国に提出し，県内1

か所に 終処分場を建設するとの案に反対の

立場を明確にしている。 

他方，市長会は意見を集約できず，「現在

の保管場所のある自治体は候補地から外して

ほしい」など個別の意見が出るにとどまって

おり（2014 年 12 月 10 日読売新聞），意見

の集約をみていない。 

 

2 その他の都県における指定廃棄物  

福島県，宮城県，栃木県，千葉県，茨城県，

群馬県における放射性物質に汚染された廃棄

物の状況は以上の通りであるが，その他地域

においても指定廃棄物が保管されている。 

2014 年 12 月の段階で明らかとなっている

だけでも，12都県に指定廃棄物・計15万7416t

が保管されていると報じられている。これら

のうちの多くは前記6県内に保管されている

が，それ以外の地域の内訳としては，新潟県

1017t，東京都981t，岩手県475t，静岡県8t，

神奈川県 2t，山形県 2t と報道されている

（2015年 3月11日NHK）。 

また，次に述べるように，未指定廃棄物の

問題や不法投棄の問題もあり，汚染廃棄物の

問題は決して一部地域だけの問題ではなく全

国的な問題でもあることが再認識されるべき

である。 

 

第8 未指定廃棄物の現状 

1 はじめに 

8000Bq/kg 超の「指定廃棄物」に該当する

ものの，地元の判断で指定申請されていない

廃棄物（未指定廃棄物）の問題も指摘されて

いる。2015 年 4 月時点で，5 道県に計 3651t

の未指定廃棄物が存在することが明らかとな
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っている。 

具体的には，北海道が4t，岩手県が710t，

宮城県2711t，茨城県110t，埼玉県116tと報

じられている（2015年4月1日朝日新聞）。 

これらは行政が取材に応じて公表した数

値であり，実際にはこれ以外の地域にも相当

量の未指定廃棄物がある可能性がある。また，

これらの数値の公表以前に処分された未指定

廃棄物も存在したとも考えられるから，未指

定廃棄物の実数はこれにとどまらないと思わ

れる。 

これらの道県が指定をあえて行っていな

い背景には，保管による負担が重いことや風

評被害の問題がある。 

 

2 岩手県の現状 

岩手県では，一関市など3市町が，

8000Bq/kg超ながら未指定の稲わら，堆肥（た

いひ），ほだ木などの廃棄物を抱えている。 

稲わらの場合，平均的な濃度は1kg当たり

2万3000Bqとされているが，一般ごみと一緒

に燃やせば焼却灰が8000Bq/kgを下回り，一

般廃棄物として処分できる。 

このような「混焼」については，環境省も

了承し，一関市は2015年4月，環境省の委託

で，同市狐禅寺（こぜんじ）地区内の「一関

清掃センター」近くに仮設焼却炉を建設する

と発表し，焼却灰は北隣の舞川地区の 終処

分場に埋設する方針を示した（2014 年 11 月

23日毎日新聞）。 

しかし，地元住民が反対署名活動などを展

開するなど，地元の反発は強い。 

 

3 埼玉県の現状 

また，埼玉県では仮置きを続けて濃度が自

然に下がるのを待つ，という方針をとってお

り，2014年11月の段階で，8000Bq/kg超の汚

泥焼却灰113tを下水処理施設「荒川水循環セ

ンター」（戸田市）で保管している（2014年

11月23日毎日新聞）。 

戸田市では，このような汚泥焼却灰は 大

460tあったものの，時間の経過により濃度が

下がり，量が低減してきていると説明し，埼

玉県と同様，「現状では，申請しない方が早

期に場外搬出できる」との立場をとっている

（戸田市HP）。 

このような低減待ちの仮置きという対応

が生じる背景には，市町村の保管による負担

の大きさのほか，一度指定してしまうと指定解

除の定めがないという制度的な欠陥も指摘され

ている。 

しかし，この点は指定解除制度の創設では

なく，申請義務の創設により解決すべき問題

である。 

未指定廃棄物の問題点は，後で詳しく述べ

る。 

 

第9 不法投棄の現状（不法投棄事
件の発生） 

1 滋賀県・高島市における不法投棄事件 
2013年 3月19日から4月30日の間に，近

江八幡市のある建設業者が，滋賀県高島市安

曇川町の琵琶湖湖畔の鴨川河口と周辺の民有

地に放射能汚染された木くずを不法投棄する

という事件が発生した。放射性の木くずは，

鴨川河川敷の河川管理通路に敷き詰められ

（約310㎥），更にその先に木くずを詰めた

土嚢（約77㎥）が放置されていた。 

高島市に放置されたこの木くずは，滋賀県

の検査結果によれば 大3900Bq/kgとされた

が，京都のNPO市民環境研究所の測定では，

12000Bq/kg という測定結果が出たとの報告

もある。 

滋賀県は，仲介業者を通じてこの近江八幡

市の業者に木くずの廃棄を依頼した東京都内

の業者，投棄をした近江八幡市の業者，仲介

業者の三社を廃棄物処理法及び河川法違反容

疑で刑事告発したが，大津地検は，このうち

東京都内の業者のみを廃棄物処理法違反の罪

で起訴し，他の二社は不起訴とした。 
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この東京都内の同業者に対しては 2014 年

12月に有罪判決（懲役1年6月，保護観察付

き執行猶予3年，罰金100万円）が確定して

いる。判決は起訴事実を認め，更に，「木く

ずには福島第一原発事故由来のセシウムが付

着」と認定した。 

同都内の業者の代表者は，約 2000 万円の

費用をかけて原状回復を行ったが，滋賀県か

ら撤去した木くずは，同代表者の所有する北

関東の私有地に運ばれ，いまだ野ざらしとな

っていることが，裁判の過程で判明している。 

同事件を通し，この事件の業者に関連し，

滋賀県高島市だけではなく，鹿児島県，山梨

県，千葉県，栃木県などにも放射性の木くず

が持ち込まれたことが明らかとなった。 

実際に，2014年 3月には，山梨県富士河口

湖町で放射能汚染木くず36㎥が発見（セシウ

ム 大3400Bq）された。 

山梨県は，2014 年 3 月 17 日付けで，今後

の対応として，①廃棄物処理法に基づき，排

出者の責任で，適正に処理するため，排出者

の特定に向け調査を行っていくこと，②特措

法による特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物

に該当する可能性があるため，環境省と協議

し処理方法等を確認していくこと，③適正に

処理されるまでの間，当面の安全措置（立ち

入りができないよう杭・ロープの設置，「立

ち入り禁止」の表示，線量の測定など）をと

ること，などを確認しているが，処理のめど

は立っていない（山梨県公式 HP：2015 年 7

月10日時点）。 

同4月には，山梨県笛吹市でも放射能汚染

木くず70t（セシウム 大2100Bq/kg）が発見

された。 

更に同6月には，千葉県市原市で放射能汚

染木くずが堆肥化されていたことが判明して

いる。 

 

2 鳥取市における不法投棄事件 

2013年 1月，鳥取市岩倉でも，放射性廃棄

物の不法投棄が見つかった。 

発見時には，粘着テープのような物から毎

時 24mSv，ビニール袋に入った粉状のものか

ら毎時22mSvという高レベルの放射線量が測

定された。住民らは一日も早い撤去を求めて

いる。なお，この放射性廃棄物が福島第一原

発事故に由来するものであるか否かはいまだ

明らかとはなっていない。 

県と市は，これらの放射性廃棄物を岩倉の

1 か所に集めて土のうに詰めて保管していた

が，その後は鉄製容器に移し替え，ブルーシ

ートで覆い，周りを有刺鉄線で囲って保管し

ているとのことである。 

この放射性廃棄物については8000Bq/Kgを

超えると思われるため県や市の判断で処分す

ることは難しい。そこで，県はこれまで原子

力規制庁や環境省に撤去を求めてきたが，規

制庁は法律上対応ができないとして，県に放

射性物質を取り扱う企業や研究所を紹介する

という対応をとっている。県は約100の業者

に打診したが，いずれも処分を拒否されたと

のことである。 

市は地元との間で「2015年 3月末までの撤

去」を覚書で定めたが，このように廃棄物の

搬出先探しが難航し，結局覚書の期限を2年

間延長する事態となっている。 

 

3 その他不法投棄事件 

上記以外でも，除染廃棄物が不法投棄され

たとの報道は後を絶たない。 

例えば，2015年 2月には，環境省が25日，

東京電力福島第一原発事故に伴う避難指示解

除準備区域の福島県南相馬市小高区小谷（お

や）で2014年12月から2015年1月にかけて，

現地の除染作業で出た枝などの廃棄物が不適

切に処理されていた可能性が高いと発表し

た。 

同省によると，同日，除染の受注業者関係

者から，「下請けの作業員が除染作業で発生

した枝などの廃棄物を破砕せず，土のう袋に
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入れないまま農道付近に穴を掘って埋めてい

たと報告してきた」と連絡があったため，現

地確認を行い，廃棄物が埋設されているのを

確認したとのことである（2015年 2月26日

福島民報）。 
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第3節 特措法の概要 

第1 特措法の制定過程 

1 はじめに 

福島第一原発事故の結果，放出された多量

の放射性物質は，汚染廃棄物，除染及び除染

に伴う草木，落葉・枝等の除染廃棄物・除去

土壌（以下「除去土壌等」という）の問題を

生じさせた。 

これらの問題に対処するため，2011年 8月

に，平成二十三年三月十一日に発生した東北

地方太平洋沖地震に伴う原発の事故により放

出された放射性物質による環境の汚染への対

処に関する特別措置法が公布・一部施行され，

その後，同法に基づく施策実施のための基本

方針，施行規則，汚染廃棄物対策地域の要件

等を定める省令が整備され，2012年 1月に同

法は完全施行された。 

震災から5か月半という異例の早さで制定

された法律であるといえる。 

 

2 災害廃棄物安全評価検討会の開催 

環境省は，放射性物質で汚染された災害廃

棄物の処理，処分を検討するため，｢災害廃棄

物安全評価検討会｣を開催した。 

この会は，2011 年 5月 15 日に第 1回会合

が開かれ，その後，この法律が成立した前後

まで，同年6月5日に第2回，6月19日に第

3回，7月14日に第4回，8月10日に第5回，

8月27日に第6回会合が開かれ，8月30日，

特措法の制定・公布となった。 

必要に迫られて，異例の早さで制定された

ため，基本方針については制定後の閣議決定

に委ね，施行規則や要件についても後日に委

ねられた。 

一刻も早く制定する必要性は確かにあっ

たにしても，この法律の制定過程には，以下

に述べるような問題点があった。 

 

3 災害廃棄物安全評価検討会の問題点 

第一に，この災害廃棄物安全評価検討会の

委員の人選が不透明である。もっとも，この

点は，この検討会に限った問題ではなく，政

府が作る検討会，審議会等の委員の選任過程

は人選の理由，経過が国民に明らかにされる

ことはまずない。しかし，人選の不透明さは，

結局，検討会の検討内容自体への不信を招く。 

第二に，この検討会での検討過程は，秘密

主義に貫かれていた。すなわち，この検討会

は，非公開で開催されていた。しかも，事後

的にも，環境省は，会合の議事録を自主的に

公開せず，議事要旨しかホームページ上に公

開しなかった。2012 年 3 月 14 日に開かれた

参議院予算委員会の席上，細野豪志環境大臣

は｢第1回から第4回会合の議事録は取ってい

たので公開している｣などと述べたが，その時

点では第1回～第4回の議事録の公開はされ

ておらず，これが公開されたのは同年3月22

日であった。また，第5回会合以降の議事録

について，環境省は，2011年 9月ころ，情報

公開請求を行った者に対して，｢議事録は作成

されていない｣と回答していた。ところが，

2012年 5月1日，環境省は突然，ホームペー

ジ上に第5回～第8回会合の議事録を掲載し

たのである。 

震災後の混乱の中，一刻も早く法律を制定

する必要性があり，検討過程において試行錯

誤せざるを得ない事情があったにせよ，汚染

廃棄物の基準，処理方法，及びその前提とな

る放射性物質の環境中での動向等に関する知

見等について，国民の監視の目が届かない密

室で検討すれば，かえって国民の不信感を募

らせるだけである。基準・処理方法について

も上から押し付けられたという感を国民は強

く抱き，結局，基準等が尊重されないという

結果を招く。 

第三に，この法律が上記のように密室で制

定されたという過程からも明らかなように，

通常，法律の制定過程で設定されるパブリッ
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クコメントの募集もなく，環境省とは関係を

持ったことのない第三者的立場の専門家の意

見も聞くこともなかった。基本方針・施行規

則についてはパブリックコメントの募集はあ

ったもののその期間は1週間から10日ほどの

短いものであった。したがって，この法律で

定められた基準や処理方法が国民のコンセン

サスを得られたものであり，客観的な正当性

があるという根拠は非常に薄いものとなって

おり，種々の問題を引き起こしている。 

 

4 クリアランスレベルの問題 

ことに放射性物質に汚染された廃棄物と

して特別の扱いをするか否かの基準を基本的

に放射性セシウム 134 と 137 の合計が

8000Bq/kg を超えるか否かにした点について

は，従来の基準である100Bq/kgを 80倍に緩

和するものであり，廃棄物を受け入れる側が

自主基準を設けるなど大きな混乱を招いてい

る。 

放射性物質を含む物の中で，放射性物質の

放射能濃度が極めて低く人の健康への影響が

無視できる場合に，そういうものも全て「放

射性物質(汚染物質)」として特別の処理が必

要とすることは不都合であり，放射能濃度が

基準値以下であることを確認したものを一般

資材として再利用したり，又は処分したりす

ることを可能とする制度を求める声があっ

た。そこで，一定の濃度以下の場合，それを

放射性物質として扱わないという措置が取ら

れる。これを「クリアランス」という。 

このクリアランスを実施するため，人の健

康への影響を無視できる放射性物質の濃度が

定められる必要がある。その濃度を｢クリアラ

ンスレベル｣という。 

クリアランスレベルを定めている法令は，

一般には，次の二つである。 

クリアランスレベルに関する法律の規定

は以下のとおりである。 

(1) 原子炉等規制法 

① 原子炉等規制法第 61 条の 2 第 1 項

は「原子力事業者等は，工場等において

用いた資材その他の物に含まれる放射

性物質についての放射能濃度が放射線

による障害の防止のための措置を必要

としないものとして原子力規制委員会

規則で定める基準を超えないことにつ

いて，原子力規制委員会規則で定めると

ころにより，原子力規制委員会の確認を

受けることができる」とし，第3項にお

いて，「第一項の規定により原子力規制

委員会の確認を受けた物は，この法律，

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（昭和四十五年法律第百三十七号）その

他の政令で定める法令の適用について

は，核燃料物質によつて汚染された物で

ないものとして取り扱うものとする。」

としている。 

② そして，製錬事業者等における工場

等において用いた資材その他の物に含

まれる放射性物質の放射能濃度につい

ての確認等に関する規則第2条は，「発

電用原子炉設置者が発電用原子炉を設

置した工場等において用いた資材その

他の物のうち金属くず，コンクリートの

破片及びガラスくず・・・に含まれる放

射性物質の放射能濃度について・・・原

子力規制委員会規則で定める基準は，次

に掲げるものとする」として，別表第一

で多数の核種について濃度を定めてお

り，例えば「134Cs（セシウム）」なら

ば「0.1Bq/g」（＝100Bq/kg）としてい

る。 

(2) 放射性同位元素等による放射線障害の

防止に関する法律 

① 同様に，放射性同位元素等による放

射線障害の防止に関する法律第33条の2

は，第1項は「許可届出使用者，届出販

売業者，届出賃貸業者及び許可廃棄業者

は，放射性汚染物に含まれる放射線を放
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出する同位元素についての放射能濃度

が放射線による障害の防止のための措

置を必要としないものとして原子力規

制委員会規則で定める基準を超えない

ことについて，原子力規制委員会規則で

定めるところにより，原子力規制委員会

又は原子力規制委員会の登録を受けた

者（以下「登録濃度確認機関」という。）

の確認（以下「濃度確認」という。）を

受けることができる」とし，第3項にお

いて，「濃度確認を受けた物は，この法

律，廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（一九七〇年法律第百三十七号）その他

の政令で定める法令の適用については，

放射性汚染物でないものとして取り扱

うものとする。」としている。 

② 放射性同位元素等による放射線障

害の防止に関する法律施行規則第 29 条

の 2 は「法第 33 条の 2 第 1 項の原子力

規制委員会規則で定める基準は，各評価

単位に含まれるすべての評価対象放射

性同位元素のそれぞれについて，その平

均放射能濃度の上限として原子力規制

委員会が定める放射能濃度とする。」と

し，更に「放射線を放出する同位元素の

数量等を定める件（平成十二年科学技術

庁告示第五号）の第 27 条で，「規則第

二十九条の二に規定する放射能濃度は，

次の各号に掲げる場合の区分に応じ，そ

れぞれ当該各号に定める放射能濃度と

する」として，別表第7で，やはり多数

の核種について濃度を定めており，ここ

でも例えば「134Cs（セシウム）」なら

ば「0.1Bq/g」（＝100Bq/kg）としてい

る。 

 

第2 特措法改正の動向 

1 施行状況検討会の設置，活動 

特措法附則第5条は，「法律の施行後3年

を経過した場合において，法律の施行の状況

について検討を加え，その結果に基づいて所

要の措置を講ずる」と定めている。この規定

を踏まえ，特措法の施行状況の検討を行うた

め，「放射性物質汚染対処特措法施行状況検

討会」が設置されている。2015 年 2 月 13 日

の中央環境審議会総会において公表され，こ

れまで同年3月31日，5月26日，6月26日

の3回，検討会が開催された。 

予定としては，2015年夏ころをめどに取り

まとめを行い，その後に法案が提出されると

のことである。 

 

2 施行状況の検討の問題点 

(1) 委員の重複 

特措法施行以来，環境省が設置した検討

会，有識者会議の委員の構成を見ると，重

複している委員が多いことが目につく。た

とえば，環境回復検討会は，特措法の公布

直後（2011年 9月）に，特措法の基本方針，

除染実施に係る地域指定の考え方，除染等

の措置等の実施方法等の，除染の根幹とな

る技術的事項を検討するためとして設置

された会であるが，その委員のうち3人は，

指定廃棄物処分等有識者会議の委員でも

ある。さらに，その環境回復検討会委員の

うち6人は，特措法施行状況検討会の委員

にも就任している。特措法施行状況検討会

の委員は総勢 11 人であるから，実に委員

の過半数が環境回復検討会の委員でもあ

る。これは問題ではないだろうか。法律の

基本方針や，根幹となる技術的事項等を検

討してきたメンバーが，法律施行状況を検

討する会の委員の過半数を占めていて，果

たして，客観的に，自らの利害を離れて，

法自体や法施行の問題点を検証，検討でき

るのであろうか。自らが意見を述べ，ある

いは述べずに実施された法施行の問題点

を指摘することは，自らの責任にも関わる

から，誰しも実直に行いにくいのではない



第 3節 特措法の概要 

－175－ 

だろうか。重複していない委員にしても，

検討会の過半数を占める重複委員への遠

慮がもし生じれば，法施行の問題点等を明

確に指摘しにくいのではないだろうか。 

(2) 危機感，問題意識不足の検討会 

実際に，公開された検討会において，活

発な検証，議論がなされているとの印象を

受けることはできなかった。特措法公布後

4 年が経過しながら，いまだ指定廃棄物の

終処分場の場所が決まらないなど，法律

の意図，狙いが実現しているとは到底言え

ない状況であるのに，公開された検討会に

おいては，（少なくとも表面上は）そのこ

とに対する危機感，問題意識は感じられな

かった。 

第3回検討会では委員の一人から，市民

の放射性廃棄物に関する関心の薄いこと

が問題であるとの指摘がなされた。確か

に，2015 年 5 月 14 日に宇都宮市で開かれ

た環境省主催の一般市民向け説明会への

参加者は200人程であったが，同じ日に，

指定廃棄物 終処分場候補地とされる塩

谷町で開かれた住民集会には 1000 人程の

人が参加している現実とはかけ離れた指

摘のように感じられた。 

(3) 事業主体としての環境省の立ち位置 

この問題の解決を難しくしている原因

の一つは，特措法における環境省の役割分

担，立ち位置の設定ではないだろうか。す

なわち，特措法第 19 条は，指定廃棄物処

理の実施を国の責任としている。 

従来，廃棄物処理法では，廃棄物の処理

は一般に，事業者，市町村等の責任で，都

道府県知事，市町村長がその監督，許認可

等の役割を担ってきた。国（環境省）は，

その施行状況を見守り，問題点を検証し，

法改正，制定等を検討，準備を実施する立

場であった。そのため，環境省はある程度，

客観的に問題点を把握し，改善を検討，実

施できうる立場にあった。 

ところが，国（環境省）自体が，指定廃

棄物処理を実施する立場，いわば事業主体

の立場となると，自らの責任，事業実施に

関わることでもあり，どうしても客観的分

析，対応はできなくなるのではないか。 

上に指摘した検討会等委員の構成をみ

ても，できるだけ「身内」，気心の知れた

メンバーで検討しようとする姿勢が感じ

られるし，検討会の議論を聞いていても，

問題の核心に迫られたくないとの印象さ

え受ける。 

したがって，指定廃棄物，汚染廃棄物等

の問題に関しては，環境省とは別の立場か

ら，環境省の利害とは離れて監督，監査す

る制度の創設が求められているといえよ

う。情報公開制度，市民の参加制度に関し

ても，一般の廃棄物の場合以上に，制度の

拡充，強化が求められているといえる。 
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資料，2013年 9月19日） 

・鈴木良典『放射性物質の除染と汚染廃棄物
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第4節 特措法の問題点と提言

第1 クリアランスレベル 

1 問題の所在 

既に指摘したように，国は特措法により，

汚染廃棄物を指定廃棄物に指定するかどうか

の基準について，クリアランスレベルよりも

緩和された基準(8000Bq/kg)を採用した。そこ

で，クリアランスレベルと比較して，80倍に

緩和した指定基準に合理性があるのか，すな

わち100～8000Bq/kgの汚染廃棄物を，通常の

廃棄物と同じように安全に処理できるのか，

が問題となる。 

 

2 クリアランスレベルについて 

(1) 内容 

「クリアランスレベル」とは，「原発か

ら出てくるコンクリートや金属などが，ど

のように再利用されたり，埋め立てられた

りしたとしても，人体への影響が無視でき

るといえるよう，再利用および埋設処分を

想定した評価経路の計算結果から定めら

れた放射能レベル」のことであり，人への

健康への影響が1年間あたり0.01mSvを超

えないよう，放射性核種ごとに濃度が定め

られている。 

対象になる廃棄物は，コンクリート，金

属，機械などの不燃物であり，木材などの

可燃物は対象ではない。 

また，対象となるのは 33 核種である。

ただし，重要核種 10 種（トリチウム，マ

ンガン 54，コバルト 60，ストロンチウム

90，セシウム 134，同 137，ユーロピウム

152，同154，プルトニウム239，アメリシ

ウム241）の割合が90％以上なら評価核種

はこの10種だけとなる。そのそれぞれで，

レベルが決められており，一般に「クリア

ランスレベル100Bq/Kg」と言われるのはセ

シウム134やセシウム137のクリアランス

レベルが 0.1Bq/g(100Bq/kg)だからであ

る。 

(2) 手続 

クリアランス制度に基づき，クリアラン

スレベル検認制度（以下「検認」という）

が整備された。この検認とは，クリアラン

スレベルを用いて「放射性物質として扱う

必要がない物」であることを原子力事業者

が判断し，その判断に加えて規制当局が適

切な関与を行うことである。原子炉の廃止

措置を例に検認の流れを図に示すが，国に

よる測定・判断方法の認可と，国による測

定・判断結果の確認との二段階に整理され

ている。 

まず，原子力事業者において事前の評価

により，クリアランスレベル検認対象物

（以下「対象物」という。）の汚染状況や

物量を把握した上で，対象物の測定及び判

断の方法を策定し，その内容の妥当性につ

いて認可を受ける。 

次に，認可を受けた測定・判断の方法に

基づき，汚染の形態（放射化汚染，二次的

な汚染）等を考慮し，放射化計算又は適切

な測定器を用いて，対象物中の放射性核種

濃度を測定する。 

原子力事業者が行った測定・判断の結果

については，基本的には国が記録に基づい

て確認を行うが，検認の客観性を高める観点

から，必要に応じ抜き取りによる測定が行わ

れる。 

このようにクリアランスレベル検認に

は，厳格な手続が定められている。 

 

3 指定基準の問題点 

前記のように，特措法は指定基準を

8000Bq/kg超としているが，この指定基準は，

クリアランスレベルと比較して，以下のよう

に多くの問題点がある。 
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図65 総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 廃棄物安全小委員会： 

原子力施設におけるクリアランス制度の整備について 

 

(1) 安全性の根拠が不明 

① 環境省の説明 

環境省は，8000Bq/kg 以下であれば問

題ないことについて，以下のように説明

する。 

すなわち，処理に伴って周辺住民及び

処理を行う作業者が受ける線量が 1mSv/

年（公衆被ばくの線量限度）を超えない

ようにし，かつ，処分施設の管理期間終

了以後，周辺住民の受ける線量が

10μSv(＝0.01mSv)/年以下（クリアラン

スレベルの設定に用いた基準）とするこ

とが必要であるが，8000 Bq/kgの焼却灰

を埋立処分する場合，周辺住民よりも被

ばくしやすい作業者であっても，1 日 8

時間，年間250日の労働時間のうち半分

の時間を焼却灰の側で作業する（合計

1000 時間/年）と想定しても，その被ば

く線量は1mSvを下回る（0.78mSv/年）。 

そして，埋立終了後は， 終処分場の

跡地で居住しないなどの利用制限を設

ければ，原子力安全委員会による処分施

設の管理期間終了以後の被ばくの目安

である 10μSv/年以下とすることができ

る。 

② 従前の基準の無視 

しかし，クリアランスレベルにおいて

は，作業者が受ける線量も10μSv/年以下

を前提として 100Bq/kg が定められ，そ

れが長年にわたり法規範として運用さ

れてきているのに，指定基準において，

唐突に公衆被ばくの線量限度である

1mSv/年を前提とするのは不合理であ

る。また，環境省が想定する前記作業者

の労働時間の想定も，現実に即している

かどうか疑問がある。 

③ 放射性物質の施設外流出の危険性 

さらに，管理型処分場の設計思想は，
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いずれ遮水工の機能が失われることを

前提に，一定の期間遮水工により埋立物

が施設外に流出することを防ぎ，その間

に，埋立物を安定させるというものであ

る。しかし，放射性物質については，遮

水工の機能が存続する期間（せいぜい50

～60年）に安定することはなく，いずれ

施設外に流出する。そうなると，将来に

おいて，周辺住民の受ける線量が10μSv/
年を越えたり，そうでなくても，環境へ

悪影響を与えたりする危険性がある。ま

してや，遮水工が存在しない安定型処分

場で処分された場合は，その危険性はさ

らに高くなる。 

④ 焼却における安全性の未検証 

他方，焼却施設においても，放射性物

質に汚染された廃棄物を焼却する前提

ではないし，放射性物質が，重金属類，

ダイオキシン類と同じ挙動をするかど

うかも十分に検証されていないことか

ら，その安全性には疑問が残る。なお前

記のように，可燃物はクリアランスレベ

ルの対象物に含まれていない。 

⑤ 住民説明の欠如 

さらには，当該処理施設を設置する際

には，クリアランスレベルを 80 倍も緩

和した汚染廃棄物が処理されることは

想定されておらず，地元住民等へも当然

そのような説明はしていなかった。にも

かかわらず，法律を改正することによっ

て，クリアランスレベルから見るとはる

かに高濃度の汚染廃棄物を，地元住民へ

の説明，理解，承諾等を得ることなく（法

律上は要求されていない）処理できるこ

とも，住民参加の視点から見て極めて問

題である。 

(2) 手続が極めて緩やかである 

指定基準を満たしているかどうかは，排

出事業者自らが検査するだけで，クリアラ

ンスレベルのように，第三者が再チェック

をしない（特措法第16条第1項）。 

したがって，8000Bq/kg 超の汚染廃棄物

が，排出事業者の故意または過失により，

指定されない危険がある。 

(3) セシウム二種に限定 

クリアランスベルでは 33 もの核種につ

いて，対象となっているが，指定基準はセ

シウム134とセシウム137の二種だけであ

る。したがって，他の核種の放射線量を加

えると，被ばく線量が，環境省が根拠とす

る年間1mSvでさえ超える危険性がある。 

 

4 提言 

(1) 指定基準は強化されるべきである。 

国の指定基準は，安全性を軽視してお

り，適正さを欠く。 

以上述べてきたように，汚染廃棄物に限

って，8000Bq/kg まで一般廃棄物 終処分

場（管理型 終処分場）又は産業廃棄物

終処分場（管理型 終処分場や遮断型 終

処分場だけではなく，安定型 終処分場も

含む）における埋立処理（ 終処分）ある

いは焼却施設における処理を認める指定

基準は，放射性セシウムとしてのクリアラ

ンスレベルである100Bq/kgを 80倍に緩和

するだけではなく，対象核種をセシウム二

種に限っていること，手続を緩和している

ことなどから，安全性において疑問があ

る。 

また，クリアランスレベルを超える放射

性物質に汚染された廃棄物に対する処理

について，従来，通常の焼却炉や 終処分

場への埋立てをすることが全く想定され

ておらず，そのための調査検討もされず，

かつ，地元住民等の理解等を得る手続も担

保されていないこと，他方，従来クリアラ

ンスレベルとして 100Bq/kg が定められ，

それが長年にわたり法規範として運用さ

れてきたことを考えると，著しく適正さを

欠くものといわざるを得ない。 
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(2) 国の指定基準は，対象地でも受け入ら

れていない。 

実際，こうした問題を反映し，汚染廃棄

物の処理の現場でも， 終処分場におい

て，国が設定した8000Bq/kgという基準よ

りも低い4000Bq/kg又は2000Bq/kgなどの

基準を設け，その基準を超えるレベルの汚

染廃棄物を受け入れない事例もしばしば

みられ，8000Bq/kg 以下という基準は社会

的に受け入れられていない（指定廃棄物処

理促進市町村会議において千葉県，茨城県

から出された意見等）。 

環境省も廃棄物の放射能濃度が

8000Bq/kg 以下であっても，焼却した場合

に焼却灰の放射能濃度が8000Bq/kgを超え

る可能性があるとして，焼却炉に搬入する

ことができる廃棄物について，240Bq/kg以

下又は 480Bq/kg 以下のものとする運用を

している。 

その結果，各地で，8000Bq/kg 以下の廃

棄物（特に稲わら・牧草などの農業系のも

の）であっても，焼却炉などにも運び込む

ことができずに，野積みになっている状況

がある。 

さらには，指定基準以下であれば廃棄物

処理法に基づく処理が可能とされたため，

クリアランスレベルの数十倍もの値の放

射能濃度の汚染廃棄物が水源地に作られ

た 終処分場に埋め立てられ，周辺住民や

その水を飲用などに使用している人々か

ら権利利益を侵害するおそれがあるとの

意見が出されている現状もある。 

(3) 元々，特措法は福島第一原発事故後の

緊急状況に対処する必要性から，環境基本

法等の改正を待たずに，汚染廃棄物の処理

や除染等の緊急措置を可能とするために制

定された法律である。 

また，同法の立法過程において，指定廃

棄物の基準については，環境大臣等から

「平常時に廃棄物処理を行っている市町

村の処理技術，施設の能力等を勘案し，今

後検討する。」旨の答弁がなされていたも

のである（「福島第一原発事故の放射性物

質による環境汚染への対処～放射性物質

汚染対策特措法の成立と国会論議～」立法

と調査322号）。 

このような特措法の立法趣旨や，立法過

程における議論を踏まえれば，現在の基準

を絶対のものと捉えるべきものではない。 

また，当然のことながら，放射性物質に

よる被ばくの危険性についてはできる限

り低減するべきものである。 

(4) このようなことから，国の特措法の見

直しに当たり，上記の基準の見直しを検討

することが期待されていた。ところが，国

は，2015 年 6 月 26 日に行われた「特措法

施行状況検討会（第3回）」を経ても，こ

のような検討を全く行っていない。 

(5) 提言 

したがって，現在，汚染廃棄物の処理が

切迫した状況にはあるものの，基準の適用

に一定期間の経過措置を講じるなど現場

の混乱を防止するための配慮を行うことを

前提として，現在の指定基準の数値について

も，国民の生命・身体の安全あるいは健康を

保護する観点から，本当に適切なものか，疑

問がある。 

したがってクリアランスレベルである

100Bq/kgを踏まえて，国の指定基準は強化

する(8000 Bq/kg よりも厳しい値にする)

べきであるし，少なくとも，その点につい

て，公開の議論を経て，真摯に検討すべきで

ある。 

 

第2 放射性物質汚染廃棄物の処
理等の問題 

1 指定廃棄物処理施設の構造上の問題 

(1) 焼却施設 

① はじめに 

国は，汚染廃棄物に関して，基本的に，
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焼却処理を行い，減量化した上， 終処

分場において 終処分を行う，というこ

とを計画している。 

しかし，焼却処理によって，放射性物

質は濃縮する。焼却の過程において，放

射性物質以外にも相当の有害物質が生

成し，未知の有害物質が生成する可能性

もある。そして，焼却炉からは，放射性

物質やそれら有害物質が飛散する。一

方，これまで，廃棄物処理法以下の廃棄

物処理に関する法令は，放射性物質を対

象としていなかったため，廃棄物焼却炉

は，放射性物質に対して，何らの対処も

していなかった。 

以下では，特に，廃棄物焼却施設にお

いて，放射能汚染廃棄物が十分に除去で

きるのかを中心にして，述べることとす

る。 

② 現在の廃棄物焼却炉における有害

物質に対する対処方法等 

現在の廃棄物焼却炉における有害物

質に対する対処方法は，主として，発生

抑制と発生した有害物質の十分な除去

の二点が考えられている。現在の有害物

質に対する対処方法は，主に，ダイオキ

シン類への対策を目的に，廃棄物処理法

施行規則の 1997 年改正によって設けら

れたものであり，同規則第4条（一般廃

棄物に関するもの）及び第 12 条の 2(産

業廃棄物に関するもの)に規定されてい

る。 

放射性物質に関しては，焼却炉の中で

新たに生成されるということはあり得

ないので，除去方法だけが問題となる。 

現在の廃棄物焼却炉における有害物

質の除去方法は，主として，集塵施設に

よる除去である。現在の焼却炉において

主に用いられている集塵施設は，バグフ

ィルターである。 

バグフィルターとは，濾布によって，

燃焼ガス中の有害物質を除去するため

の装置である。バグフィルターに燃焼ガ

スを入れる前に燃焼ガスの温度を概ね

200℃程度にまで急速に低下させる必要

があり(廃棄物処理法施行規則第4条第1

項 7 号ニ，第 12 条の 2 第 5 項。そのた

めの施設として，通常，減温塔が設けら

れる)，また，活性炭を噴霧することが

多い。活性炭を噴霧するのは，微小な粒

子を吸着させ，バグフィルターで捕捉し

やすくするためである。燃焼ガス温度を

急速に低下させるのは，ダイオキシン類

の再合成（デ・ノボ合成）を防ぐと同時

に，バグフィルターの高温による破損を

防ぐためである。 

③ 環境省の説明 

環境省は，これまで，従前の廃棄物焼

却炉のバグフィルターによって，放射性

物質(主に放射性セシウム)は，99.99%捕

捉可能である，と説明してきた。 

その主な根拠となったのは，｢粒子は，

慣性，拡散，さえぎりの各作用の総合力

により捕集されることから，粒子が大き

いとフィルタに遮られて捕集され，小さ

くなるとブラウン運動によりフィルタ

に付着しやすくなる｣などという理屈で

あった。また，2011 年 6 月 29 日に同省

内で行われた第3回災害廃棄物安全評価

検討会において，2009年に京都大学の高

岡昌輝准教授（当時）らが一般廃棄物焼

却炉を用いて行った実験結果等も根拠

とされた。 

④ 環境省の説明の問題点 

環境省の説明には，次のような問題点

がある。すなわち，第一に，バグフィル

ターは，放射性物質のうち，気化したも

のや超微粒子は捕捉できない。ちなみ

に，セシウムの融点は28℃，沸点は671

℃であり，通常の廃棄物焼却炉による焼

却温度(800℃以上)下では気体となる。
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減温塔によって燃焼ガスが冷却された

としても，セシウムは液体であり，固体

となっていない。セシウムは，塩化セシ

ウムとして存在している可能性が高い

が，これは融点が645℃，沸点は1295℃

であり，単体で存在する場合よりも高い

温度となる。しかし，物質は，沸点以下

であっても，飽和蒸気圧の状態に至るま

で，気体として存在しうる。飽和蒸気圧

は，通常，気体の温度が高いほど高い値

になる。したがって，バグフィルターの

入口において燃焼ガスが急冷されたと

しても，必ずしも全量が個体となるわけ

ではない(塩化セシウムの飽和蒸気圧

は，600℃では7.25Pa)。特に，バグフィ

ルターに入る前に，燃焼ガスは急冷され

るが，このように急冷された場合，気体

の蒸気圧はより高温側の状態を引きず

るため，高い温度の飽和蒸気圧の下にお

ける塩化セシウムが気体として存在する

可能性が十分にある。 

第二に，バグフィルターの捕捉能力は

変動するものであり，かつ確率的なもの

でしかない。未使用のバグフィルターで

は，粒径2㎛程度の大きさの粒子であっ

ても，50%程度しか捕捉できない。バグ

フィルターは，使用しているうちに，表

面に物質が付着してケーキといわれる

ものができ，それによって捕捉性能が上

昇するが，これが付着しすぎるとかえっ

て目詰まりを起こす。環境省の行ってい

るブラウン運動という説明についても，

理論的な説明にしかすぎず，実証的な実

験結果が十分にあるとはいえない。 

第三に，環境省が，前記の災害廃棄物

安全評価検討会において根拠とした実

験は，試料として採取した燃焼ガスの量

がバグフィルターの前後で約500倍もの

違いがある(バグフィルター通過後の試

料のほうが多い)，バグフィルター通過

後の燃焼ガス中からセシウムを除去す

る方法として，5%H₂O₂溶液層を通過させ

ているが，この方法でガス中の全セシウ

ムを捕捉することはできない，等の問題

があり，到底放射性セシウムをバグフィ

ルターで捕捉できるかどうかを確認し

た実証実験の名に値しない。放射性物質

を用いて行う実証実験のデータを積み

上げる必要がある。 

第四に，環境省が，前記の災害廃棄物

安全評価検討会において根拠とした実

験や，後述する鮫川村の実証実験施設で

行った測定では，有害物質や放射性セシ

ウムの濃度測定は，バグフィルターの入

口や出口における，粉粒体の濃度計を用

いて行われている。この測定では，気体

となった物質を捕捉することはできな

いし，排ガス中の有害物質や放射性セシ

ウムの全体的な濃度をどの程度正確に

把握できるのか不明である。 

以上のように，環境省の説明には問題

点が多く，現実にバグフィルターによっ

て，放射性セシウムが99.99%捕捉できる

ということが事実であるという裏付け

はないものというべきである。 

⑤ 鮫川村の実証実験施設による結果 

これまで，各地で放射能汚染廃棄物が

一般廃棄物焼却施設や産業廃棄物焼却

施設で焼却されてきた。また，環境省は，

福島県内において 20 か所に近い仮設焼

却炉を建設・あるいは建設計画中であ

り，大量の放射能汚染廃棄物を焼却する

予定である。 

環境省が福島県内に造った仮設焼却

炉の嚆矢が，同県東白川郡鮫川村に造っ

た実証実験炉である。同仮設焼却炉は，

2012 年 11 月に着工され，2013 年 7月 4

日に確認運転が開始され，同年 8 月 19

日に本格運転が開始されたが，その後ま

もなく 8 月 29 日に爆発事故が発生した
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ため，操業を中断し，2014 年 1 月 30 日

に再び試験運転を行い，3月18日から本

格運転を再開した。この焼却炉は傾斜回

転式焼却炉という非常に特殊な形式の

焼却炉であり，焼却能力は，199kg/時間

である。またこの焼却炉には，バグフィ

ルターと共に，HEPAフィルタという集塵

施設も装備されている。 

環境省は，定期的に，｢仮設焼却施設

の運転状況｣という資料を公表している

（図表66，67参照）。また，月ごとに，

｢仮設焼却炉の運転データ｣というもの

を公表している（図表 68 参照）。この

後者のデータには，各日の投入処理量と

平均セシウム濃度が公表されているが，

焼却灰やばいじんのセシウム濃度は公

表されていない（「ばいじん濃度」とし

て，バグフィルター出口と HEPA フィル

タ出口におけるそれぞればいじん濃度

が公表されているが，これは，排ガス 1

㎥ N（ノルマル立方メートルといい，0

℃，1 気圧の状態の空気に換算した状態

を表す）当たりのばいじんの量が示され

ているにすぎない）。一方，前者のデー

タには，一定期間内に投入した廃棄物の

重量，その結果発生したもえがらとばい

じんの重量，及びそれぞれの期間を代表

すると思われる1日分の焼却対象物，も

えがら，ばいじんのそれぞれの放射性セ

シウムの濃度が示されている。 
 

 

 
図表66（上）及び67（下） 2014年5月30日付け「仮設焼却施設の運転状況(3月18日～5月9日)」環境省のHPより 
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 図表68 「仮設焼却炉の運転データ(2014年3月)」環境省HPより 

 

そこで，前者のデータを用いて，例え

ば，①2014年 3月 18日～4月1日，②4

月2日～11日，③4月21日～25日，④5

月 7 日～9 日のそれぞれの期間の焼却対

象物，もえがら，ばいじんの重量に，そ

れぞれの期間内の代表として挙げられ

たと思われる日(3 月 19 日，4 月 4 日，

25日，5月9日）における焼却対象物，

もえがら，ばいじんのそれぞれの放射性

セシウムの濃度をかけてみると，対象物

全体の放射性セシウムの量と焼却後に

生成されたもえがら及びばいじんの放

射性セシウム全体の量がわかる。そし

て，それぞれの値を比べてみると，放射

性セシウムの物質収支が分かる。その結

果，上記①～④の各期間における焼却対

象物に含まれていた放射性セシウムは，

もえがらとばいじんには，それぞれ，①

約77%，②約53%，③約78%，④約66%の

量しか残っていなかった。したがって，

それぞれの期間の①約 23%，②約 47%，

③約 22%，④約 34%は，バグフィルター

や HEPA フィルタでは捕捉できなかった

ということになる。 

しかし，上記の計算は，環境省によっ

て発表された不完全なデータに基づく

ものであり，正確とはいい難い面があ

る。ただ，上記のような不完全なデータ

しか公表していない環境省の態度にこ

そ大きな問題があるといわねばならな

いであろう。実証実験施設における発表

データが上記のようなものにしかすぎ

ないのであれば，焼却施設の有害物質除

去設備は，放射性物質に対して極めて脆

弱であるということを実証していると

いっても過言ではないであろう。 

⑥ その他の問題 

後の3で述べるとおり，環境省は，福

島県内に19か所の仮設焼却施設を建設

し，または建設計画を有している。それ

らの仮設焼却施設は，汚染対策地域内に

ある市町村，あるいは国に対して処理の

委託を申し出た市町村に造られる予定

である。 

それらの焼却施設は，いずれも数 10

億円から数100億円の予算が投じられて

建設されるが，わずか数年で撤去される

ことが予定されている。しかも，焼却炉

の形式は様々であり，焼却炉の形式も様

々である。例えば，富岡町に建設中の焼

却施設は，約593億円の巨費が投じられ

る予定のガス化溶融炉である。 



第 3章 放射性物質に汚染された廃棄物 

－184－ 

このような事実を見ると，国が行おう

としている放射性汚染廃棄物の焼却処

理は，果たして予算を適切に使っている

のかどうか疑問であるといわざるを得

ない。国が行おうとしている焼却処理

は，処理の必要性よりも寧ろ，巨額の予

算を焼却炉メーカーに単にばら撒くた

めに行っているといわれても仕方がな

い現実がある。 

(2) 終処分場 

① 地域性及び放射能濃度に基づく分

類と国の処理方針 

既に述べたように，放射性物質を含む

廃棄物は，特措法に基づき，国が処理を

する①対策地域内廃棄物と②指定廃棄

物（①と②を併せて特定廃棄物とい

う。），③廃棄物処理法に基づき自治体

や廃棄物処理事業者が処理をする通常

の廃棄物（一般廃棄物，産業廃棄物）に

分類される。 

①は，旧警戒区域・計画的避難区域内

で発生した津波による災害廃棄物，被災

家屋等の解体により発生する廃材等，家

の片付けごみなどの廃棄物であり，放射

線濃度の数値を問わない。対策地域内廃

棄物の適正な処理を行うため，国は，対

策地域内廃棄物処理計画を作成し，廃棄

物の量及び処理量の見込み，処理計画の

目標等を定めている（第13条）。 

②の指定廃棄物とは，指定基準

(8000Bq/kg)を超える放射能濃度に汚染

された廃棄物(かつ国の指定を受けたも

の)である。 

国は，放射線濃度により放射性物質汚

染を分類し，次のように処分するとい

う。 

【通常の廃棄物】（8000Bq/kg以下） 

⇒管理型処分場で通常通りの処分

（注：ただし特措法で安全確保のため

の基準（焼却灰のセメント固型化など）

あり） 

【指定廃棄物（8000Bq/kg超 10万 Bq/

kg以下）】 

⇒管理型処分場で特別な方法により

処分（注：国が新たに長期管理施設を設

置する場合はコンクリート構造の堅固

な施設を設置。） 

【指定廃棄物（10万Bq/kg超）】 

⇒遮断型構造の処分場で処分（注：

公共の水域及び地下水と廃棄物が接触

しない構造とし，福島県では中間貯蔵

施設に保管。 

② 指定廃棄物の埋立に関する基準 

指定廃棄物の種別は，一般廃棄物焼却

灰，下水汚泥（焼却灰，溶融スラグ)，

浄水発生土（上水，工業用水）（以上は

不燃性廃棄物）， 下水汚泥（脱水汚泥），

農林業系副産物（稲わら，牛ふん，堆肥，

腐葉土）（以上は可燃性廃棄物）である。 

指定廃棄物は，緊急的な措置として，

各県内の県内各所に分散して一時保管

されているが，国は県内1か所に集約し

て処理をするという方針のもと， 終処

分場の建設予定地の選定に向けて取り

組んでいるが，地元の同意を得られない

状況にある。 

国は，各県内で分散保管されている指

定廃棄物を集約して処理するための施

設について，2015 年 4 月 14 日の望月義

夫環境大臣の記者会見において， 終処

分場ではなく，「長期管理施設」という

いい方をすることとした。しかし，実態

は 終処分場に他ならないから，以下に

おいても 終処分場と呼ぶことにする。 

国は， 終処分場に関して，地震など

の災害に強く，外部に放射性物質を出さ

ず，放射線を遮へいする構造とし，搬入

中は周囲の環境への影響を 小限に抑

えるとともに，搬入終了後も長期間にわ

たり，国が点検・維持管理するものと説
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明し，2013年 2月，「指定廃棄物処分場

に関する安全性の確保について」と題す

る文書を出している。 

特措法施行規則第 26 条は，特定廃棄

物の埋立基準を定めているが，その第 1

項が放射性セシウムの濃度が10万Bq/kg

超の，第2項が8000Bq/kg超 10万Bq/kg

以下の，第 3 項が 8000Bq/kg 以下(特定

廃棄物の中でも，対策地域内廃棄物は，

8000Bq/kg以下のものもありうる)の，そ

れぞれ特定廃棄物に関する規定である。 

この中で，8000Bq/kg超 10万Bq/kg以

下の指定廃棄物に関するのは第2項であ

る。同項が定める 終処分場の構造に関

する基準として挙げられるのは，概ね，

①特定廃棄物が飛散し，及び流出しない

ようにすること(第1項第1号イ)，②埋

立地のうちの厚さが概ね 50 ㎝以上の土

壌の層が敷設された場所において行う

こと(第2項第2号イ)，③埋め立てる特

定廃棄物に雨水その他の水が侵入した

場合に溶出する事故由来放射性物質の

量を低減するため，あらかじめ当該特定

廃棄物を固形化すること(2 号ロ)，④2

号ロの規定による措置が講じられた特

定廃棄物が大気中に飛散しないように，

あらかじめ，当該特定廃棄物を損傷しに

くい容器に収納すること(第 2 項第 2 号

ハ)，⑤特定廃棄物を埋め立てる場所に

は，あらかじめ，遮水の効力を有する土

壌の層を敷設するとともに，特定廃棄物

を埋め立てた後，当該特定廃棄物の表面

及び側面に不透水性土壌層を設けるこ

と(第2項第2号ニ)，⑥特定廃棄物の保

有水及び雨水が埋立地から浸出するこ

とを防止できる遮水工を設けること(第

2 項第 4 号イ(1))，⑦保有水を有効に集

めることができる堅固で耐久力を有す

る構造の管渠その他の集排水設備を設

けること(同 4 号イ(2))，⑧保有水等集

排水設備により集められた保有水等に

係る放流水の水質を適正に維持するこ

とができる浸出水処理設備を設けるこ

と(同 4 号イ(3))，⑨地表水が埋立地の

開口部から埋立地へ流入するのを防止

することができる開渠その他の設備を

設けること(同 4 号イ(4))，ということ

である。 

この基準は，廃棄物処理法に基づく管

理型処分場に関する基準(一般廃棄物の

終処分場及び産業廃棄物の 終処分

場に係る技術上の基準を定める省令第 1

条第 1 項，第 2 条第 1 項第 4 号)に似て

いるが完全に同じではない。例えば，後

者に規定がある基礎地盤の強度に関す

る規定(第 1 条第 1 項第 5 号イ(2))，地

下水集排水管に関する規定(第 1 条第 1

項第 5 号ハ)，浸出水処理設備に流入す

る保有水の水量および水質を調整する

ための調整池に関する規定(第 1 項第 1

号第5号ホ)に関する規定を欠いている。 

③ 指定廃棄物 終処分場の構造上の

問題点 

まず，指定廃棄物 終処分場の構造基

準には，廃棄物処理法上の管理型処分場

に比べて，上記のような規定が欠けてい

るという欠陥がある。地下水集排水施設

を設けなくていいということならば，地

下水の豊富な場所に設置された場合に，

遮水シートが地下水による圧力等にさ

らされたり土壌層が流出したりする可

能性がある。基礎地盤に関する規定がな

いということならば，地盤が脆弱な場所

に設置しても構わないということにな

る。 

また，これまで，管理型処分場の遮水

機能は完全ではないことが指摘されて

きている。すなわち，遮水シートは，ゴ

ミや地下水の圧力，剪断力によって破損

するし，可塑剤等の添加剤の流出等によ
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り劣化し，破損の原因となる。遮水シー

トには寿命があり，遮水工メーカーで作

っている日本遮水工協会のホームペー

ジでは，15年を目安とするということが

掲載されていた。また，遮水シートの接

合部分は非常に長い距離となり，接合の

不備が生じる可能性が常に存在する。そ

して，実際に多くの処分場で現実に破損

事故が発生しているのである。このよう

な，管理型処分場の遮水シートの問題

は，指定廃棄物 終処分場の遮水シート

にもそのまま当てはまる。一方，行政や

処分場業者は破損事故が発生してもそ

れを認めないことも多い。指定廃棄物

終処分場において，管理運営に当たるの

は，国であるが，国が行うからといって，

直ちに信用性が高くなるということで

は必ずしもない。 

そして，管理型処分場はそもそも，放

射性廃棄物を受け入れることを前提と

して造られていないし，浸出水処理施設

は放射性物質の除去を考慮したものと

なっていない上，浸出水や地下水の観測

に当たって，放射性物質は測定対象物質

とはなっていない。 

そもそも，福島第一原発事故以前は，

廃棄物処理法第2条（廃棄物の定義）は，

「放射性物質及びこれによって汚染さ

れた物を除く。」と規定し，放射線で汚

染された物は，廃棄物処理法の対象では

なく，他法令の範疇とされ，環境基本法

第 13 条は，放射性物質による環境の汚

染の防止のための措置については，原子

力基本法その他の関係法令で定めると

ころによるとされてきたし，「核原料物

質，核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和三十二年法律第百六十六

号）」の改正（平成十七年五月二十日法

律第四十四号）により，2006年 3月から，

放射性セシウム 100Bq/kg 以下をもって

廃棄物を安全に再利用できる基準（クリ

アランスレベル）が定められた時も，

100Bq/kg 以下の廃棄物だけが廃棄物処

理法の対象とされたから，8000 Bq/kg以

下とはいえ，放射性廃棄物を従前の管理

型処分場で処理することは，従前の考え

方から考えられないことであった。政府

は，8000 Bq/kg以下の放射性廃棄物を従

前の管理型処分場で処理することを合

法とするために，廃棄物処理法など関連

法令の規制を特措法で特別規定を設け

たのであるが，8000 Bq/kg以下の放射性

廃棄物を従前の管理型処分場で処理す

ることは，緊急的な政策としてであっ

て，管理型処分場で，「安全に処理でき

る」ことで国民的な合意を得たものでは

ない。 

一般的な管理型の 終処分場は，一般

廃棄物，又は金属等を含む産業廃棄物の

埋立処分に係る判定基準により，遮断型

終処分場でしか処分できない産業廃

棄物以外の産業廃棄物が埋立処分され

るものであって，具体的には，廃油（タ

ールピッチ類に限る），紙くず，木くず，

繊維くず，動植物性残さ，動物のふん尿，

動物の死体および燃え殻，ばいじん，汚

泥，鉱さい等およびその廃棄物を処分す

るために処理したもの（廃棄物処理法施

行令第 2 条第 13 号）を埋立処分するも

のである（同施行令第7条第14号ハ）。 

管理型の 終処分場は，構造上，遮水

工（埋立地の側面や底面をビニールシー

トなどで覆う）で処分場内の有害物質を

含んだ汚水が地下に浸透することをブ

ロックし，処分場底に敷設した集水設備

で浸出水を集め，これを汚水処理施設で

処理して場外の公共水域に排水するも

のであるが，そもそも，一般の管理型処

分場は，放射性物質の除去施設として建

設された施設ではないから放射性廃棄
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物を処分場内に封じ込めておく能力は

ない。管理型処分場は，場内の有害物質

を封じ込める構造ではなく，時間をかけ

て徐々に場外に排出させるための施設

だからである。 

このように，管理型処分場ないし管理

型処分場類似の構造を有する指定廃棄

物 終処分場の構造基準自体に種々の

問題があり，安全性が担保されていると

は到底いえない。指定基準以下の汚染廃

棄物は，通常の管理型処分場において処

分されることとされているが，国は，こ

のような処分を行うという方針を立て

る前提として，及び指定廃棄物 終処分

場の構造基準を考慮するための前提と

しても，本来であれば，全国の一般廃棄

物及び産業廃棄物の管理型処分場につ

いて，遮水シートの安全性等の総点検，

管理型処分場に処分された放射性物質

の環境中における動態等の調査研究等

を行うべきであったと考えられるが，そ

のようなことは全く行われなかった。指

定基準以下の汚染廃棄物の埋立処分に

関する問題も含めて，現在の埋立処理に

関する基準は，到底，安全性が確認され

たものとはいい難い。 

④ 指定廃棄物 終処分場に関する国

の安全性の考え方の問題点 

国の指定廃棄物 終処分場に関する

安全性の考え方は，まず，地滑り危険区

域，活断層など，災害リスクの少ない安

定した場所に設置することを念頭に，建

屋である施設の安全性が第一とされ，地

元住民の生命・身体，生活環境，自然環

境への配慮は，第二次的な配慮とされて

いる。しかし，水道水源や農業用水への

影響は，本来， 優先の配慮事項でなけ

ればならないものであり，従前の廃棄物

処分場の場合と同様，500mあるいは1km

を指標として検討するのでは足りない。

安全神話が崩れた原発の事故の副産物

である放射性廃棄物の処理施設の安全

性の検討において，これまでと同様のコ

ンクリート施設の安全神話を繰り返す

だけでは，地元住民の不安や風評被害へ

の配慮に十分答えているとはいい難い

状況にある。 

かつて，廃棄物処分場の水源地での建

設に対して全国各地で住民の反対運動

が起きたとき，厚生労働省の担当者は，

水道水源保護法の制定を求める声に対

して，「全国どこでも水源地」だから，

立地規制型の水道水源保護法を作れば

廃棄物処理施設は作れなくなると述べ

たことがあるが，半減期が長い

8000Bq/kg 超の放射性廃棄物の処理施設

を，飲料水や農業水の水源地に建設する

ことについては，500mあるいは1kmの点

的な視点ではなく，取水口から上流の集

水域の安全性を確保する面的な視点が

必要であるといえるし，コンクリート施

設の安全性は経年的な実証実験で検証

されたものでもないのだから，技術的な

安全性を 優先する姿勢は問題である。 

 

2 8000Bq/kg以下の放射性物質汚染廃棄

物処理の問題 

(1) 概要 

① 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物 

対策地域内廃棄物及び指定廃棄物の

いずれにも該当しない廃棄物には廃棄

物処理法が適用されるが，廃棄物処理法

が適用される廃棄物であっても，事故由

来放射性物質に汚染され，またはそのお

それがあるものとして，環境省令で定め

るものは，特定一般廃棄物又は特定産業

廃棄物とされ，廃棄物処理法に基づく通

常の処理基準に加え，環境省令で定める

特別の処理基準に従って，処理されなけれ

ばならないとされている（特措法第23条）。 
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② 特定一般廃棄物処理施設・特定産業

廃棄物処理施設 

特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物

の処分の用に供される一定の廃棄物処

理施設や環境省令で定める一定地域に

所在する一定の廃棄物処理施設は，特定

一般廃棄物処理施設又は特定産業廃棄

物処理施設とされ，これらの施設の設置

者等は，当分の間，廃棄物処理法に基づ

く通常の維持管理基準に加え，環境省令

で定める特別の維持管理基準に従って，

維持管理しなければならないとされて

いる（特措法第24条）。 

(2) 特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の

範囲 

特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の

範囲は，図表69にあるとおり，おおむね，

一定の種類の施設から発生する，その施設

が所在する都県ごとに定める一定の種類

や性状の廃棄物が該当するとされている

（特措法施行規則第28条，第30条）。放

射能濃度にかかわりなく，形式的な基準に

より機械的に割り振ることができるもの

になっている。 

(3) 収集運搬の基準の問題点 

収集運搬の基準としては，収集運搬に当

たり保管を行う場合に，その保管場所に一

定の大きさの掲示板を設けることが規定

されているだけである（特措法施行規則第

29条第1号，第31条第1号）。 

(4) 中間処理（焼却・溶融・熱分解・焼成）

の基準の問題点 

① 特定一般廃棄物及び特定産業廃棄

物の処理基準 

ろ過式集じん方式の集じん器（バグフ

ィルター）等の高度の除去機能を有する

排ガス処理設備により放射性物質を除

去するとし（特措法施行規則第29条第2

号イ，第 31 条第 2 号），排ガス中の放

射性セシウムは，200℃以下に冷却され

たバグフィルター付近では，主に塩化セ

シウムとして凝縮し固体状態になり，他

の物質と一緒に凝集してばいじんにな

るので，ばいじんを除去できれば放射性

セシウムも除去できるとされているが

（環境省「事故由来放射性物質により汚

染された廃棄物の処理等に関するガイ

ドライン」第2部「特定一般廃棄物・特

定産業廃棄物関係ガイドライン」（2013

年 3月第2版）（以下「環境省ガイドラ

イン」という）2-14），こう言い切れる

か問題であるし，放射性セシウム以外の

事故由来放射性物質については，除去で

きるか不明である。 

② 特定一般廃棄物処理施設及び特定

産業廃棄物処理施設の維持管理基準 

処分に伴い生ずる排ガスや排水によ

って，事業場の周辺の大気中や公共水域

中の放射性セシウムの濃度が，0 歳から

70 歳まで摂取し続けても被ばく量が一

般公衆の許容限度である年間 1mSv を超

えることがないように設定されている

許容限度を満たすことが求められてい

るが(特措法施行規則第 33 条第 1 号イ

(1)ロ(1)，第35条第1号第2号)，放射

性セシウム以外の事故由来放射性物質

による被ばく量も考慮されているのか

不明である。 

(5) 埋立処分の基準の問題点 

① 特定一般廃棄物及び特定産業廃棄

物の埋立処分に係る基準 

ア 下部土壌層の敷設 

放射性セシウムは土壌に吸着しやす

いことから，特定一般廃棄物又は特定

産業廃棄物を埋め立てる場合において

は，放射性セシウムの埋立層周辺への

流出を防止するために，特定一般廃棄

物又は特定産業廃棄物の下層におおむ

ね厚さ 50cm 以上の土壌層を敷設する

こととされているが(特措法施行規則
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第29条第3号イ(2)，第31条第3号イ)，

そもそも放射性セシウムはそれ程土壌

に吸着しやすいのか問題である。 

イ 分散の防止による集約管理 

終処分場における放射性セシウム

の管理の観点から，特定一般廃棄物又

は特定産業廃棄物を埋立処分する場合

には， 終処分場のうちの一定の場所

において，特定一般廃棄物又は特定産

業廃棄物が分散しないように埋立てを

行うこととされている(特措法施行規

則第29条第3号イ(3)，第31条第3号

イ)。そして，そのためには，処分場の

一画に埋立区画を設け，他の廃棄物と

の境を土壌やシート等で覆って仕切る

ことが考えられるとされているが（環

境省ガイドライン 2-27），それで分散

を防ぐことができるか問題である。 

ウ 層状埋立による放射性物質の移動

抑制 

熱しゃく減量 15%以下に焼却した廃

棄物以外の物等は，既に廃棄物処理法

において腐敗物として層状埋立(一層

の厚さを3m以下とし，一層ごとの表面

を厚さ 50cm の土壌で覆うこと)が義務

付けられているが，特定一般廃棄物及

び特定産業廃棄物については，熱しゃ

く減量 15%以下に焼却した物を含めて

全ての性状の物に層状埋立を義務付け

ている(特措法施行規則 29 条 3 号ロ，

31条3号ロ)。これは，放射性セシウム

を土壌に確実に吸着させるためとされ

ているが（環境省ガイドライン2-28），

そもそも放射性セシウムはそれ程土壌

に吸着しやすいのか問題である。 

エ ばいじんに関する雨水浸入防止措

置 

ばいじんには放射性セシウムの溶出

率が高いものがあることから，特定一

般廃棄物又は特定産業廃棄物であるば

いじんの埋立処分を行う場合には，雨

水と接触して放射性セシウムが流出し

ないよう，ばいじんに雨水が浸入しな

いように必要な措置を講ずることとさ

れている(特措法施行規則第29条3号

ハ，第31条3号ハ)。そして，こうし

た雨水浸入防止のための措置として，

埋め立てたばいじんの上面を不透水層

(透水性の低い粘性土壌層や遮水シー

ト等の不透水層)で覆う等の措置が効

果的であるとされているが（環境省ガ

イドライン2-29），雨水を浸入させな

いためには遮断型処分場に入れるべき

であり，管理型処分場においてこの程

度の措置を取っても雨水の浸入を防止

できるのか問題である。 

② 特定一般廃棄物処理施設及び特定

産業廃棄物処理施設の維持管理基準 

特定一般廃棄物の 終処分場及び特

定産業廃棄物の管理型 終処分場につ

いて，放流水によって， 終処分場の周

辺の公共水域中の放射性セシウムの濃

度が，0歳から70歳まで摂取し続けても

被ばく量が一般公衆の許容限度である

年間 1mSv を超えることがないように設

定されている許容限度を満たすことが

求められているが(特措法施行規則第 33

条第2号ニ，第35条第5号イ)，放射性

セシウム以外の事故由来放射性物質に

よる被ばく量も考慮されているのか不

明である。 

(6) 8000Bq/kg 以下の放射性物質汚染廃棄

物処理の一般的問題点 

以上，特定一般廃棄物及び特定産業廃棄

物の問題点について述べてきたが，ここで

は特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物を

含む8000Bq/kg以下の放射性物質汚染廃棄

物処理の一般的問題点について述べるこ

ととする。 

8000Bq/kg 以下の放射性物質汚染廃棄物
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については，廃棄物処理法が適用され，既

存の廃棄物処理業者や廃棄物処理施設に

よる処理が認められている。しかしなが

ら，既存の廃棄物処理業者や廃棄物処理施

設が業の許可や施設の設置許可を受けた

際には，放射性物質により汚染された廃棄

物を適正に処理できるか否かは，許可の審

査対象になっていなかったのである。 

また，特に既存の 終処分場について

は，半減期の長い放射性物質により汚染さ

れた廃棄物を長期間に渡って管理するこ

とは予定されていない。 

こうしたことからか，廃棄物処理業者の中

には，自己あるいは周辺住民の不安をいくら

かでも払拭するためか，自己の 終処分場で

受け入れることができる廃棄物を4000Bq/kg

以下とするなど，自主規制している者もある

（第3章・第2節・第6・2(1)参照）。 

(7) 提言 

現在8000Bq/kgとされている指定廃棄物

の指定基準の数値を引き下げるべきこと

は前記第1で述べたとおりであるが，こう

した指定基準の数値の引下げと共に，指定

基準以下で廃棄物処理法が適用される廃

棄物についても，前記(6)で述べた問題点

を踏まえ，前記(2)で述べた特定一般廃棄

物及び特定産業廃棄物の範囲を広げて，廃

棄物処理法に基づく通常の処理基準に加

え，環境省令で定める特別の処理基準に従

って，処理されなければならないとされる

廃棄物の範囲を拡大すべきである。 

また，放射性物質の重大な危険性に鑑

み，前記(3)から(5)で述べた問題点を解消

するとともに，特定一般廃棄物及び特定産

業廃棄物に適用される環境省令で定める

特別の処理基準を強化し，特定一般廃棄物

及び特定産業廃棄物について，適正な処理

を図るべきである。  
 

 

 
図表69 「特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン」環境省HPより 
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3 福島県内における問題 

(1) 福島県特有の問題 

福島県は，事故を発生させた福島第一

原発そのものがあり，その周囲や，漏出

した放射性物質が流れた経路に沿って，

他の都県には見られないような高い濃

度で汚染された土地がある。汚染によっ

て生じた廃棄物の量も膨大である。 

また，福島県では，事故後，2011 年 4

月 22 日，同原発から半径 20 ㎞以内の地

域が警戒区域として設定され，立入禁止

とされ，区域内の住民が避難を余儀なく

されるなどの措置がとられた。このよう

な住民が帰還するための条件を整える

ためには，放射性物質に汚染された土壌

や草木等の除去が必要となった。住民が

避難をする必要がなかった地域におい

ても，一定程度以上の汚染が認められる

地域では，やはり汚染された土壌や草木

等の除去が必要となった。そのために除

染作業が行われた。このため，福島県内

では，膨大な量の除染土壌や除染廃棄物

が発生することになった。 

そのため，福島県における汚染廃棄物

の問題は，他の都県とは区別して考える

必要がある。 

(2) 特定廃棄物 

特措法第 20 条は，対策地域内廃棄物

と指定廃棄物を併せて「特定廃棄物」と

いうとし，特定廃棄物の収集，運搬，保

管，処分は国が行うこととしている(同

法第 15 条，第 20 条)。 

このうち，対策地域内廃棄物は，環境

大臣が特措法施行規則の規定に従って

指定した汚染廃棄物対策地域内におい

て発生した廃棄物のことである(同法第

11 条，第 13 条)。この汚染廃棄物対策地

域は，福島県楢葉町，富岡町，大熊町，

双葉町，浪江町，葛尾村及び飯舘村の全

域並びに田村市，南相馬市，川俣町及び

川内村の区域のうち旧警戒区域及び計画

的避難区域である区域，とされている（図

表 72参照）。 

環境省は，対策地域内廃棄物及び福島

県内の指定廃棄物(汚染廃棄物対策地域

外の福島県内の 8000Bq/kg 超の廃棄物)

の減容化を図るためとして，汚染廃棄物

対策地域内を中心にして，現在稼働中の

ものも含め，合計 19 か所に仮設焼却炉

を設置する計画を立てている。（図表 74

～76 参照） 

これらの仮設焼却炉は，既に述べたよ

うに，東白川郡鮫川村に建設された日立

造船（株）の仮設焼却炉を嚆矢とする。

この仮設焼却炉の建設に当たって，事前

の住民に対する説明は極めて限定され

た地域の住民だけに限られた。また，こ

の仮設焼却炉は，本格稼働開始直後の

2013 年 8 月 29 日に爆発事故を起こした

が，環境省は現在に至るもそれが爆発で

あったことを認めていない。それから，

この仮設焼却炉は，建設された土地が登

記簿上，18 人の共有となっていた農地で 
 

 
図表 70 福島県 HP「避難指示等の経緯」より 
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図表 71 福島県 HP「避難指示区域の概念図」より 

 
図表 72 環境省 HP「対策地域内廃棄物について」より 
 

 
図表 73 放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会

HP より 

 

あった。ところが，建設に先立って地元

の鮫川村が地権者らから取得した同意

書の一部に，偽造された文書があった

り，当初地権者との間で賃貸借契約を締

結したりしたのは，環境省ではなく，日

立造船であったが，当該土地が農地であ

るにもかかわらず，農業委員会の許可を

取得していない等の，手続上の不備が多

々あった。環境省に，これまでこのよう

な事業を行った経験が欠乏していたこ

とが，このような不手際をもたらした原

因の一つとなっているものと思われる。 

それから，以下の一覧表を見れば明ら

かなように，炉の形式も様々である。そ

して，わずか数年稼働した後で解体され

ることになるにもかかわらず，非常に高

額の費用が投じられているが，果たして 
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図表 74（上），75（中），76（下） 

放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会作成 

その金額に妥当性があるのか否か，効果

的に検証する機関はない。 

さらに，既に述べたように，放射性物

質の焼却を行うことについての安全性

に関して，実証するデータがなく，放射

性物質を濃縮して焼却炉周辺に飛散さ

せることになる可能性もある。 

焼却処理を行うことの是非，国が廃棄

物の処理を行う場合に，適正さを担保す

るための方法等，考えなければならない

事項は多々ある。 

 

 
 

 

図表 77（上）及び 78（下） 環境省 HP「フクシマ

エコテッククリーンセンター埋立処分計画案につい

て」より 
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福島県内の特定廃棄物のうち 8000Bq/ 

kg 超 10 万 Bq/kg 以下の濃度の物は，福

島県内に設置する管理型処分場に 終

処分をする。現在，富岡町内のフクシマ

エコテッククリーンセンターという民

間の管理型処分場に処分する計画が進

められている。計画では，特定廃棄物合

計約 69 万トン(対策地域内廃棄物 49 万

トン，指定廃棄物 20 万トン)を，10 年間

にわたって処分する予定とされている。

地元の富岡町は同処分場の国有化を要

望しており，国もそれを容認する方針の

ようであるが，いまだに計画は未確定の

状態である。 

この処分場は，通常の管理型処分場

(底面及び側面に 2 層の遮水シートが敷

設され，電気的漏水検知システムが設置

されているという)である。特定廃棄物

は，特に放射性セシウムの溶出量の多い

廃棄物については溶出抑制のためにセ

メント固化し，特定廃棄物の埋立層の間

に厚さ 50 ㎝の土壌層や不透水性土壌層

を挟み，埋立完了後は上部を不透水性土

壌で覆い，流水を速やかに排除できるよ

うにするとともに，埋立地内への雨水の

浸入を防止する，とされている（図表 79

参照）。 

 

 

図表 79 環境省 HP「フクシマエコテッククリーンセ

ンター埋立処分計画案について」より 

環境省の HP によると，この処分場の

現在の安全性は確認されており，埋立地

から周辺や下流域の生活空間までの間

には，相当な距離があり，生活空間への

影響はないと考えられる，という。また，

この処分場の安全性の確認は，環境省自

らモニタリングを行い，公表すると同時

に，有識者からなる安全監視委員会を設

置し，処分状況やモニタリングデータ等

を確認し，廃棄物の埋立処分が適切に行

われるように監視・監督する，とされて

いる（図表 77，78 参照）。 

しかし，既に述べたように，管理型処

分場に搬入された有害物質が地下水や

周辺土壌を汚染することを防止するた

めに敷設される遮水シートには寿命が

あり，しかも各地で破損事故を起こして

いるという実態があり，100 年以上もの

長期にわたる安全性が求められる特定

廃棄物の埋立処理のための施設として

は不十分である。この処分場は，既に開

場後数年を経ており，遮水シートが破損

しているかどうか，不明である。浸出水

処理施設は，放射性物質の除去を予定し

ていない。また，この処分場は，河川の

上流部に位置しており，しかもその河川

は，処分場から 2 ㎞余り下流で海に流入

し，その間，人々が生活することになる

であろう地域を流下するのであり，人々

の生活空間から必ずしも離れていると

はいえない。処分場周辺の地下水層の分

布状況や地下水の流下方向も明らかに

されているとはいえない。 

その上，この処分場が国有化された場

合はもとより，環境省が管理・運営を行

う場合，処分場の経営・管理・運営の経

験のない者たちがそれらを行うことに

なり，適切な管理・運営を行うことがで

きるかどうか疑問である。また，環境省

が管理・運営を行う場合に，それを適切
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に監視する機関は，現在，存在しない。

環境省は，上記のように，有識者からな

る安全監視委員会を設けるとしている

が，人選の仕方が不明であるし，これま

での環境省が設けてきた審議会等の人

選に鑑みれば，不透明な人選が行われる

可能性が高い。環境省が発表するデータ

を理解できる専門的な知見を有し，かつ

環境省の意向とは中立的な，批判的な見

地から意見を言えるような者が選任さ

れることが望ましいし，住民ないし住民

の推薦する委員が少なくとも半数を占

めるような委員会が望ましい。しかし，

環境省がそのような委員会を設けるこ

とは百年河清を俟つようなものであろ

う。 

また，福島県内で発生した特定廃棄物

のうち，10 万 Bq/kg 超の濃度のものにつ

いては，後に述べる除染土壌と同様に，

中間貯蔵施設に貯蔵し，30 年後に福島県

外において 終処分することが予定さ

れている。 

(3) 除染問題 

特措法第 25 条第 1 項は，「環境大臣

は，その地域及びその周辺の地域におい

て検出された放射線量等からみてその

地域内の事故由来放射性物質による環

境の汚染が著しいと認められることそ

の他の事情から国が土壌等の除染等の

措置並びに除去土壌の収集・運搬・保管

および処分……を実施する必要がある

地域として環境省令で定める要件に該

当する地域を除染特別地域として指定

することができる」と定めている。 

環境大臣は，事故後 1年間の積算線量

が 20mSv を超えるおそれがあるとされた

「計画的避難区域」と，福島第一原発か

ら半径 20km 圏内の「警戒区域」に該当

した地域を，除染特別地域に指定した。

除染特別地域は，汚染廃棄物対策地域と

重なっている（図表 72 参照）。 

また，環境大臣は，除染特別地域の区

域外においても，その地域の平均的な放

射線量が 1 時間当たり 0.23μSv 以上の

地域を含む市町村を，地域内の事故由来

放射性物質による環境の汚染の状況に

ついて重点的に調査測定をすることが

必要な地域として，市町村単位で，「汚

染状況重点調査地域」に指定した(特措

法第 32 条第 1項)。福島県を含む 8 県，

合計 102 市町村が汚染状況重点調査地域

に指定された。 

除染の結果，除染土壌及び除染廃棄物

(以下まとめて「除染土壌等」という。)

が発生する。福島県内の除染特別地域内

における除染の状況や，除染によって発

生した除染土壌等の量，保管状況は，第

2 節，第 2において述べたとおりである。

除染特別地域内において除染の結果発

生した除染廃棄物は，対策地域内廃棄物

ということになり，特定廃棄物となる。 

除染土壌等は，中間貯蔵施設に搬入さ

れるまでの間は，仮置き場において保管

される。しかし，仮置き場の設置すら計

画通りに進んでおらず，「仮仮置き場」

に保管されている除染土壌等も大量に

ある。 

ところで，環境省が除染特別地域内で

行っている除染は，宅地が中心であり，

宅地のすぐ近くの山林や側溝等は除染

の対象外となっており，現在でも高い濃

度の線量が検出されている。住民が帰還

したとしても，子どもが魚取りや昆虫採

りを行うこともできない。また，環境省

は，膨大な金額の予算を除染作業に注ぎ

込んでいるが，除染が完了してもいまだ

に線量が高い故郷への帰還を喜ぶ住民

は必ずしも多くはなく，これによって喜

ぶ者はゼネコンと天下り団体だけだと

考える福島県民は少なくない。 
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図表 80 「中間貯蔵施設の概要」環境省 HP より 

 

(4) 中間貯蔵施設 

中間貯蔵施設は，福島第一原発を擁す

る双葉町，大熊町の，国道 6 号線の海側

の広大な地域に建設される予定とされ

ている。中間貯蔵施設の中には，①土壌

貯蔵施設，②減容化施設，③廃棄物貯蔵

施設等が設けられる。②減容化施設は，

廃棄物を焼却するための施設であり，③

廃棄物貯蔵施設は，10 万 Bq/kg 超の焼却

灰等の廃棄物を保管するための施設で

ある（図表 80 参照）。 

この予定地の地権者らの意見や国と

の交渉の経緯等については，第 2 節，第

2 において触れたとおりである。 

中間貯蔵施設は，福島県内から放射性

物質を集めて積み上げるということに

なる。 

 

 

図表 81 「中間貯蔵施設の概要」環境省 HP より 

環境省は，中間貯蔵施設が建設される

大熊町及び双葉町の地下には，大年寺層

と呼ばれる主に泥岩からなる硬い地層

が分布することから，施設の設置が可能

と評価されたとか，地下水については，

沖積層，中位段丘堆積物層，大年寺層の

各々に確認されているが，地下水面より

上位に施設を設置したり，汲み上げによ

り水位を低下させたりすることにより，

地下水の施設への影響を回避すること

が可能と評価された，などという説明を

行っている（図表 81 参照）。 

しかし，上の環境省の HP に掲載され

ている地質断面図を見ると，大年寺層よ

りも上部に地下水を含む沖積層や中位

段丘堆積物層が存在することは明らか

であるし，仮に環境省が述べるように地

下水の汲み上げを実施したとしても，本

件のような広大な土地の全域にわたっ

て，効果的に地下水の汲み上げを行うこ

とができるとは到底考えられない。予定

通りに中間貯蔵施設が建設された場合

には，この地域の土壌や地下水は，不可

逆的に汚染され，回復が困難になるであ

ろう。 

また，この地域の地下水の分布状況は

十分に解明されているとはいえないし，

海とのつながりも未知の状態である。も

し中間貯蔵施設を建設する場合，周辺環

境に与える影響については，綿密な調査

を行うことが必要であり，そのような調

査を踏まえた，安全性に十分な配慮をし

た設計を行う必要がある。 

なお，国は，中間貯蔵施設に貯蔵した

除染土壌や特定廃棄物について，30 年後

に福島県外に搬出して 終処分をする

予定であると述べている。しかし，国の

この言葉を信じている者は誰もいない

であろうと思われる。 
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第 3 住民参加と監視体制 

1 住民参加 

(1) 問題の所在 

特定廃棄物については，国が処理責任

を負うと規定されており（特措法第 15

条，第 19 条），特定廃棄物の処理基準

に従うことが義務づけられている（特措

法第 20 条）。 

そして，福島県内では，8000Bq/kg 超

10 万 Bq/kg 以下の廃棄物は，既設の管理

型処分場で安全に処分することができ

るとして，福島県双葉郡富岡町大字上郡

山字太田（搬入路入口は福島県双葉郡楢

葉町）所在のフクシマエコテッククリー

ンセンターに埋立処分することを計画

しており，10 万 Bq/kg 超の廃棄物につい

ては，双葉町・大熊町に中間貯蔵施設を

設置することを計画している。 

また，宮城県・茨城県・栃木県・群馬

県・千葉県の 5県では，特措法の基本方

針において，当該指定廃棄物が保管され

ている都道府県内において処分するこ

とが明記されていることから， 終処分

場の選定が進められており，宮城県・栃

木県・千葉県では具体的な候補地が挙げ

られている。 

一方，特措法は，第 6条において，「国

民は，国又は地方公共団体が実施する事

故由来放射性物質による環境の汚染へ

の対処に関する施策に協力するよう努

めなければならない。」と国民の責務を

定める一方で，特措法に基づく汚染廃棄

物の処理に係る意思決定に当たり，住民

参加の規定は何ら置かれていない。基本

方針においても，あくまで国が決定する

施策に国民が協力するように，国民に対

し，｢的確な知識の普及啓発｣や｢正確か

つ迅速な情報提供」を行うとしか記載さ

れておらず，汚染廃棄物の処理に係る意

思決定に当たり，住民参加の機会を保障

するという理念が欠如している。 

(2) 現状の問題点 

そのため，特定廃棄物の処理計画の策

定に当たり，現状，住民参加の機会が確

保されているとは到底いい難い。 

まず，福島県内の処理計画について

は，他県と比して，膨大な量の特定廃棄

物が存在し，かつ，他県では見られない

高濃度の特定廃棄物が存在する。 

国は，これまで，特定廃棄物の減容化

のためと称して，福島県内に20基近くの

仮設焼却炉を建設したが，そもそも，特

定廃棄物の減容化が必要なのか，必要だ

としても焼却が妥当なのかという問題

点について，周辺住民が関与する機会を

一切与えず，一方的に仮設焼却炉の建設

を決定した上，建設に当たって事前説明

会の対象としたのは当該建設地のある

行政区の住民だけで，当該建設地から同

等の距離にあっても，他の行政区の住民

や他の市町村の住民への説明を行わな

い等，周辺住民の知る機会を制限してき

た。国は，操業開始後も，事故が発生し

たにもかかわらず，これを誠実に公表せ

ず，焼却する汚染廃棄物の放射能濃度に

ついても限定的な情報しか公開しない

等，閉鎖的な態度をとってきた。 

また，特定廃棄物の 終処分場や中間

貯蔵施設の選定に当たっても，富岡町の

住民や双葉町・大熊町の住民が，事前に

意見を述べる機会は与えられなかった。 

次に，宮城県等 5県の処理計画につい

ても，有識者会議と市町村長会議を数回

開催した後に候補地を選定するという

作業を進めているが，関係市町村から

は，一回につき数時間程度の市町村長会

議を数回開催しただけでは，国が進めて

いる処理計画や候補地の選定作業が適

切なものであるかどうかを十分検討す
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る余裕がなく，結局は「候補地の選定に

ついては各市町村のコンセンサスを得

ている」と言いたい国の証拠作りに利用

されているという不満を抱えている自

治体も少なくない。 

また，候補地の選定に先立ち，関係住

民に対する説明会等によって，関係住民

が国から候補地選定に至るまでの情報

提供を直接受け，国に意見を述べる機会

は一切与えられなかった。そのため，候

補地が公表されると，関係住民からは不

意打ちであるとの驚愕とともに，強硬な

反対運動が起き，候補地の選定作業が停

滞する事態を招いている。 

(3) 提言 

福島県の特定廃棄物にせよ，宮城県等

の特定廃棄物にせよ，これが現に発生

し，存在している地元の住民や自治体こ

そが，その処理に当たって も利害関係

を有している当事者である。 

また，各県における特定廃棄物の種別

や量，一時保管の状況も多様であり，こ

れらの情報を も把握しているのも地

元の住民や地元自治体である。 

したがって，国は，特措法に基づく特

定廃棄物の処理に関し，関係住民の範囲

を広く設定し，住民に対して事前に計画

を開示して十分な説明を行い，住民の疑

問点にも適切に対応し，その計画の当否

も含めて住民の意見を集約することが

できるよう，意思決定に際して広く住民

が参加できる制度を取り入れるべきで

ある。 

 

2 監視体制 

(1) 問題の所在 

前述のとおり，特定廃棄物について

は，国が処理責任を負うと規定されてお

り（特措法第 15 条，第 19 条），また，

「これまで原子力政策を推進してきた

ことに伴う社会的な責任を負っている

ことに鑑み，事故由来放射性物質による

環境の汚染への対処に関し，必要な措置

を講ずるもの」（特措法第 3条）とされ

ていることに鑑みれば，まずは国自ら

が，必要十分な監視体制を敷くべきこと

になる。 

しかし，特定廃棄物は，とりわけ高濃

度の汚染廃棄物であるから，相当長期間

にわたって適切に管理しなければ，その

安全性が担保できないという問題があ

る。 

また，特措法は，これまで廃棄物処理

法が汚染廃棄物を原則として適用除外

としてきたことを改め，特定廃棄物に至

らない程度の汚染廃棄物を「特定一般廃

棄物，特定産業廃棄物」として廃棄物処

理法の枠組みに急遽取り入れ，「当分の

間」，廃棄物処理法に基づいて市町村等

が処理することを容認するに至った（特

措法第 22 条）。 

しかし，廃棄物処理法に基づく業の許

可や施設設置の許可に当たっては，これ

まで当然ながら，放射性物質による汚染

については何ら審査対象となっていな

い。 

したがって，従来のクリアランスレベ

ル（放射性物質関連施設から排出される

廃棄物を廃棄物処理法の対象とするか

どうかの基準）である 100Bq/kg を大き

く上回る 8000 Bq/kg 以下の廃棄物を，

既存施設における焼却や埋立処理をす

ることに対し，十分な監視体制が備わっ

ていないことは明らかである。 

また，8000Bq/kg 以下の廃棄物につい

ても，やはり相当長期間にわたって管理

しなければ，その安全性が担保できない

ところ，とりわけ民間業者の 終処分場

について，その閉鎖後も長期間にわたっ

て継続的な管理が実現可能であるかに
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ついては極めて疑問である。 

(2) 今後の提言 

特定廃棄物の焼却，中間貯蔵， 終処

分については，国の計画や処理を十分監

視できる制度を作るべきである。具体的

には，徹底した情報公開制度を設けるほ

か， も利害関係を有する地元住民の意

見が反映された，国から独立した監視機

関を設置して，国の計画や処理に対して

批判的な検討もできる体制を作るべき

である。 

また，8000Bq/kg の廃棄物についても，

徹底した情報公開制度を設けるほか，

も利害関係を有する地元住民の意見が

反映された監視機関を設置し， 終処分

場の閉鎖後も見据えて，長期的な監視体

制を作るべきである。 

 

第 4 指定廃棄物の最終処分場選
定問題 

1 指定廃棄物の最終処分に関する国

の方針 

(1) 指定廃棄物 

放射能物質に汚染された廃棄物のう

ち 8000Bq/kg 超え，環境大臣が指定した

廃棄物が指定廃棄物とされる。 

この指定廃棄物のうち，8000Bq/kg 超

10 万 Bq/kg 以下のものは管理型処分場

（ただし，国が処理施設を設置する場合

はコンクリート構造）に，10 万 Bq/kg 超

は遮断型構造の処分場（ただし，福島県

では中間貯蔵施設で保管）で処理すると

されている。環境省が公表する指定廃棄

物の数量は，図表 82 のとおりである。 

(2) 国の方針 

国は，指定廃棄物の処分について責任

を負うところ（特措法第 19 条第 1 項），

2011年 11月 11日には特措法に基づく基

本方針が閣議決定され，指定廃棄物の処

理は当該指定廃棄物が排出された都道 
 

図表 82 環境省 HP より 
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府県内において行うとの方針を示した。ま

た，国は，2012年 3月30日に策定した「指

定廃棄物の今後の処理方針」に基づき，指

定廃棄物が多量に発生し，その保管がひっ

迫しているとされた各県（宮城県，栃木県，

茨城県，群馬県，千葉県）において，指定

廃棄物の集約処理（県内1か所埋立処分）

をするための 終処分場を設置するとし

た。 

(3) 終処分場の選定 

国は， 終処分場の選定・設置に当たり

2013 年 3 月 16 日の第一回有識者会議にお

いて 終処分場の安全性を，同年 5 月 10

日の第4回同会議において候補地の選定手

順を，同年 10 月 4 日の第 6 回同会議にお

いて候補地選定に係る評価項目・評価基準

等について了承をとりつけたとし，同時に

上記5県に市町村会議を設けて選定手法の

確定作業を行うなど， 終処分場の候補地

選定作業を進めている。 

(4)「 終処分場」から「長期管理施設」へ

の名称変更 

国は，2015 年 4 月 14 日，指定廃棄物を

処分する施設の名称を「 終処分場」から

「長期管理施設」に変更するとした。指定

廃棄物の放射線量が減少した後に施設を

撤去して原状回復する案などについても

有識者会議に提示している。 

しかし，名称を変更しても，その実態は

変わっていない。長期管理というのであれ

ば期限が示されるべきであるのにこの点

の定めはなく，場合により100年の管理も

ありうる（100 年で終了するかさえ不明で

ある。）。したがって，「長期管理施設」

は「 終処分場」と異なるところはないか

ら，単なる名称変更により国民の感覚的同

意を取り付けようとすることには同意で

きない。よって，本報告においては，「

終処分場」の名称を使用している。 

 

2 最終処分場候補地の選定を巡る状況 

(1) 終処分場候補地選定の実情 

国は，福島県，宮城県，茨城県，栃木県，

千葉県において，それぞれ 終処分場の選

定作業を進めてきたが，指定廃棄物の 終

処分場候補地として指定した地方自治体

や地元住民の反対は根強く，現時点では

終処分場の設置について見通しが立って

いないのが実情である。 

各地における地方自治体や住民の反対

状況については，第3章・第2節「放射能

に汚染された廃棄物の現状」において述べ

たとおりであるが，概略は，次のとおりで

ある。 

福島県では，2014 年 10 月，国は住民説

明会において富岡町内の民間管理型処分

場（フクシマエコテッククリーンセンタ

ー）に業務委託する方法で，同処分場を

終処分場とする計画を伝えた。しかし，富

岡町では処分場を国有化することや安全

性確保の疑念が払拭されなければ賛成が

できないとし，隣接する楢葉町では国の説

明責任の不足を述べていたところ，国は，

2015年 6月，同処分場を国有化する方針を

固めたとされている。今後，福島県の 終

処分場については，国が関係自治体に説明

を行っていくというが，地元自治体や住民

は，同処分場の安全面で不安を持ちながら

も，一方で同県の大熊町及び双葉町に中間

貯蔵施設が建設される予定であることと

の関係で，復興のためにはやむを得ないの

ではないかという思いも有しており，進退

両難の中で苦渋の選択を迫られていると

いえよう。 

宮城県では，2014年 1月，国は候補地と

して加美町田代岳，栗原市深山嶽，大和町，

吉田下原を選定した。しかし，この 1 市 2

町では，いずれも当該自治体及び住民がこ

の候補地選定に強く反対しており，加美町

では，同選定の白紙撤回を求めるとともに
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詳細調査の実施自体にも反対している。 

また，同町では，2014年 12月15日，「加

美町水資源保全条例」（条例第 22 号）を

制定し，条例対象地における事業について

許可制をとり，事実上，国による候補地選

定に対抗手段を講じている。  

栃木県では，2012年 9月，国は候補地と

して矢板市塩田大石久保を選定した。しか

し，地元自治体や住民の反対があり，国は

2013年 2月に一旦指定を取り下げた。そし

て，その後，2014年 9月，国は新たに塩谷

町寺島入を候補地として選定した。しか

し，地元自治体や住民が選定の白紙撤回を

求めるとともに詳細調査自体にも強く反

対している。同町では，同じ苦しみを他の

自治体や住民に転化すべきではないとの

強い思いをもって，長期にわたる帰還困難

地域を国が明確に示すことを前提として，

福島第一原発周辺の土地に 終処分場を

集約すべきであるとの表明をしている。 

また，同町では，2014年9月19日，「塩

谷町高原山・尚仁沢湧水保全条例」（条例

第 23 号）を制定し，条例対象地における

事業について許可制をとり，事実上，国に

よる候補地選定に対抗手段を講じている。 

茨城県では，2012年 9月，国は候補地と

して高萩市上君田を選定した。しかし，地

元自治体や住民の強い反対があり，国は

2013年，一旦選定を取り下げた。その後，

候補地の選定はなされていない。2015年 1

月には市町村長会議において指定廃棄物

の処理方針について県内1か所に 終処分

場を設置する方針のほか，現状保管を維持

して分散保管をするとの選択肢も示され

た。同会議ではアンケートの実施や，一時

保管を行っている市町村長の意見交換の

場を設定するなどして意見の集約に努め

たところ，2015年 4月には，一時保管市町

村会議において，分散保管の意見が大勢を

占めるのに至っている。県もこの市町村会

議の意向を尊重するとしていることから，

現在，国は分散保管について検討し報告す

るとしている。市町村会議による分散保管

の方針は，国の県内1か所との処理方針を

動かすものであり，今後の行方が注目され

る。 

千葉県では，2015年 4月，国は候補地と

して千葉市中央区蘇我町にある東京電力

火力発電所の敷地内を選定した（他の候補

地が国有地であるのに対し，同地は東京湾

に面した民有地で埋立地である）。 

しかし，地元住民，東京湾の保全を求め

る環境団体や，漁業者などが選定の白紙撤

回を求めて強く反対している。また，2015

年 7 月 20 日に開催された国の住民説明会

に関連して，千葉市は，追加説明会は不要

との見解を示している。国は千葉県内の候

補地が 5000 か所程度であるとしていたの

に，その具体的地名が出されておらす，選

定に至った経緯が妥当なのかについて情

報が全て開示されていないことや，分散保

管に関する再協議を求めたのに国が検討

状況について回答していないことなどを

理由としている。現在，千葉市は，国の候

補地選定に同意しておらず，現状では詳細

調査はあり得ないとして実質的には反対

の態度を表明している。なお，千葉市は，

発生自治体における分散保管に向けた再

協議を求めているが，国は否定的な見解を

示している。 

群馬県では，国は候補地の選定をしてお

らず，また，市町村会議は，2013年 7月1

日に第2回目が開催された以降，開催され

ていない。 

その後，町村会は，「県内に受け入れる

町村はない」との意見書を国に提出し，県

内1か所に 終処分場を建設するとの案に

反対の立場を明確にしているが，市長会は

意見を集約できていない。 

(2) 反対表明の背景 
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① 終処分場の候補地として選定さ

れた地元自治体や地元住民が，これに反

対する理由として第一にいえることは，

地元自治体や住民への情報公開が極端

に不十分なことや，選定過程における住

民参加が排除されていることである（第

3章・第4節・第3参照）。 

これは，国が 終処分場を選定するに

あたり， 終処分場が住民の健康被害を

生じさせる可能性のある施設であると

の視点を十分に持ち得ていない結果で

あると評価されるし，住民参加のシステ

ムが規定されていないという特措法の

欠陥が指摘されるところである。 

② 第二には， 終処分場の安全性に対

する不信感である。 

一つには，安全性を推し量る周辺線量

の基準となるクリアランスレベルが，廃

棄物の処理に当たり，従来のクリアラン

スレベルの 80 倍に緩和されたことであ

る（第3章・第4節・第1参照）。 

放射能が人の健康に与える被害につ

いては様々な見解があり，その被害予測

が十分に検証されていない現在におい

て，クリアランスレベルを緩和した経緯

について説明もなく安易にこれを安全

であると説明する国に対する不信であ

る。 

また，一つには， 終処分場の施設の

安全性が保証されていないことである

（第3章・第4節・第2・1・(2)参照）。

全国各地において，廃棄物管理型処分場

が遮水シートの破損等(自治体が設置し

たものもある)により，汚染水漏えい事

故が発生していることは，住民がよく知

るところであるが，このような事故が発

生する要因としては，自然条件や自然条

件の変化によって計算上安全とされた

構造がこれに対応できなかった場合や，

技術自体がいまだ実験段階にあった場

合，人為ミスなど様々である。そこで，

国が説明する指定廃棄物の 終処分場

の構造が汚染水漏えい事故等を完全に

防止することが可能であるかについて

見ると，一般の管理型処分場とは遮蔽構

造について違いはあるものの，設置プロ

セスは同様であり（例えば，当該予定地

の詳細かつ具体的な環境調査をしない

など）汚染水の漏えい事故が発生しない

という保証はない。 

③ 第三には， 終処分場候補地の選定

手順，評価項目，評価基準などへの不信

である。 

これらは，いずれも国の県内集約処理

方針を前提として，国が定め，国が選定

を行っている。国は市町村会議が設置さ

れており地元意見の聴取や地元の実情

を踏まえた討議がされているとするが，

実際には十分な情報公開がなされない

中で，選定が行われており，実質的には，

地元自治体の意見が反映される状況に

はないといえる。結局，国が一方的な選

定を行っているとしか見えない状況に

ある。これでは，地元の理解は得られな

いであろう。しかも，国は指定廃棄物の

終処分場については，環境影響評価法

の対象としないのであるから，地元住民

に多大な影響を与える可能性がある事

業として，少なくとも環境影響評価法に

相当する以上に，地元自治体及び住民の

意見を聴取する体制を構築するべきで

ある。また，放射能が周辺環境に与える

十分かつ納得できる知見を前提として，

環境項目について詳細な評価を行うべ

きであるのに，国が示した選定項目や選

定基準はそのような内容とはなってい

ない。 

④ したがって，候補地として選定され

た地元自治体や住民が，国の候補地選定

に反対することは当然に予測されると
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ころであるし，国が現在の手法をとる限

り，地元自治体や住民の反対がさらに醸

成される結果になるといえよう。 

 

3 最終処分場の選定手順，評価項目，評

価基準について 

(1) 国の選定手順の見直し 

国は，栃木県矢板市及び茨城県高萩市を

終処分場候補地としたが，地元の反対に

より選定手順について見直しを迫られた。

2013 年 2 月 25 日，環境省は「指定廃棄物

の 終処分場候補地の選定に係る経緯の

検証及び今後の方針」を示し， 終処分場

の選定作業が進まないのは，①選定作業の

実施や選定結果の共有に当たり，市町村と

の意思疎通が不足していること，②候補地

の提示に当たっての詳細な調査，専門的な

評価が不足していること，③各県の状況を

踏まえた対応が不十分であったことなど

との総括を行った。そして，今後の方針と

して①市町村長会議の開催を通じた共通

理解の醸成，②専門家による評価の実施の

方向性を示した。 

しかし，その後，国が各県の候補地選定

手続きにおいて示した対応は，上記総括や

方針を反映しておらず，実質的には，国の

一方的な選定という構図は変わっていな

い。 

地域特性として配慮すべき事項を 大

限尊重することや，検討項目について地域

住民の安心の観点をより重視するとの方

針も，結局内実のないものとなっている。 

次に，国が示している選定手順，評価項

目，選定評価の順で検討する。 

(2) 選定手順 

国は，地元特性の反映や地域住民の安心

の観点をより重視するとしながら，選定プ

ロセスには住民の参加を一切予定してお

らず，また市町村会議も公開されるべき情

報が提示されないことにより実のある討

議が行われる環境とはなっていない。結

局，市町村会議は国の実績作りの場に過ぎ

ず，住民の意見が反映されていないという

実態は変わっていない。 

このような選定手順は，負担を強いられ

ることになる地元自治体や住民とって，容

認し得ないものとなっている。 

(3) 評価項目 

国は評価項目について，①自然度（災害，

保全地など），②生活空間との近接状況，

③水源との近接状況，④指定廃棄物の発生

状況を挙げ，地域住民の安心の観点を重点

に置くという。またこれらの評価方法につ

いて，項目ごとに○×評価を採用するか，

総合点で評価するか等は，有識者会議及び

市町村長会議の議論を踏まえて検討する

としている。 

しかし，国が挙げる評価項目は，当該事

業の環境影響評価項目としては不足して

おり，また仮に同評価項目がスクリーニン

グに過ぎないとしても，環境影響以外の項

目（例えば指定廃棄物の発生状況）を災害

や生活空間との近接状況と同列に並べて

点数付けをするなど，環境影響評価のスク

リーニングの手法からも外れている。 

さらに，国は，放射性物質の処理事業が

環境にどのような影響をもたらすかにつ

いて，2015年 3月，事業者が環境影響評価

の際に参考とする放射性物質に関する「環

境影響評価技術ガイド（放射性物質）」を

公表したばかりである。放射性物質がもた

らす環境影響については，その予測が十分

であるとは到底いえない今，国が示す評価

項目は，放射性物質汚染廃棄物が人の健康

や環境にもたらす影響について反映され

た評価項目とは言えない。したがって，こ

の評価項目は，環境影響評価の内実を伴わ

ない評価項目という他はない。 

(4) 選定評価 

選定評価は，○×方式，相対評価，総合
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評価のいずれであっても， 終処分場の県

内設置を前提にしている以上，設置を優先

することになる。そのため，人の健康や環

境に問題があったとしても「設置」が優先

し，本来行われるべき影響評価は曖昧かつ

不透明なものならざるを得ない。 

これでは， 終処分場の設置によって負 

荷を強いられる地元自治体や住民が，納得 

しないのも当然である。 

このような国の選定評価は誤りである。 

現に，宮城県（栗原市，大和町，加美町），

栃木県（塩谷町）では土砂災害の危険性や

水源の汚濁が指摘されており，千葉県（千

葉市）では候補地が埋立地であることか

ら，液状化や津波による災害が指摘されて

いることろであるが，これら地元住民や自

治体による指摘にもかかわらず，納得がで

きる国の説明はなされていない。 

 

4 提言 

以上のとおり， 終処分場の安全は保証さ

れておらず，また， 終処分場の選定手順，

選定項目，選定評価はいずれも地域住民の安

全を保証するものではない。したがって，

終処分場を当該県内に設置するとの方針は，

地域住民の安全を侵害するものとなりかね

ず，撤回されるべきである。 

現に，国の各県内1か所 終処分場の設置

するという方針は事実上暗礁に乗り上げてい

る上，茨城県では複数箇所の保管方針を示す

などしていることからすれば，当該県内処理

の基本方針は早期に撤回し，適切な処理方針

が確立するまで，十分な安全策の下で暫定的

な一時保管を行うべきである。  

 

第5 未指定廃棄物 

1 未指定廃棄物の存在 

福島第一原発事故によって放出された放

射性物質により，8000Bq/kg 超に汚染された

廃棄物は，指定廃棄物の指定を受け，環境省

に定める方法により，保管・処分されるべき

こととされている。 

しかしながら，報道によれば，8000Bq/kg

超に汚染された廃棄物であるにもかかわら

ず，地元自治体の判断で指定申請されていな

い廃棄物が，3651tあるとのことである（2015

年 4月2日朝日新聞報道）。 

 

2 特措法の欠陥 

水道施設等の管理者や廃棄物処理施設で

ある焼却施設の設置者・管理者等には，放射

性物質の汚染状況の調査義務・報告義務が課

されており（特措法第16条），その上で，環

境大臣が指定廃棄物の指定を行う（特措法第

17条）。 

なお，環境省令は，水道施設の種類によっ

て，都道府県によって，調査義務が課される

場合と課されない場合がある（同法施行規則

第6条以下）。 

他方で，関係原子力事業者を除いて，廃棄

物の占有者は，当該廃棄物の放射性物質の汚

染状況が環境省の基準を超えている場合，指

定廃棄物の指定の申請ができる（特措法第18

条）とされているだけで，申請の義務や報告

の義務は課されていない。 

また，この場合，地方自治体が，上記基準

を超えた廃棄物の存在を認識しても，占有者

に代わって国に報告する義務もないし，国も

指定されるべき廃棄物を認識しても，占有者

の申請がない限り，指定の義務がない。 

上記水道施設等の管理者や廃棄物処理施

設である焼却施設の設置者・管理者等は，環

境大臣が指定廃棄物として指定した場合に

は，国，国の委託を受けて当該廃棄物の収集，

運搬，保管又は処分を行う者等に引渡される

までの間，環境省令で定める基準に従って指

定廃棄物を保管する義務を負うが，この義務

は，上記指定廃棄物の占有者にも準用されて

いる。 
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3 指定廃棄物保管の負担 

指定廃棄物の 終処分場設置問題が停滞

しているため，指定廃棄物の処理は進んでい

ないことから，指定廃棄物の保管は，著しい

負担となっている。このこともあって，本来

指定廃棄物の指定がなされるべき廃棄物の占

有者は，指定の申請を行うことを躊躇してい

る。 

この結果，多くの未指定廃棄物が生じてい

る。 

 

4 未指定廃棄物が通常の廃棄物として

処理されるおそれ 

放射性物質の危険性からすれば，指定の有

無に関わらず，厳重な管理と処分が必要であ

ることは，いうまでもない。上記報道によれ

ば，埼玉県では，一時454tの基準超の廃棄物

を抱えていたが，前記報道の取材時には116t

であったという。実に300t以上の汚染廃棄物

が，通常の廃棄物として処分されたというこ

とになる。 

このように，指定義務を課さなければ，高

度に汚染された廃棄物が通常の廃棄物と同様

に処分されるおそれがある。8000Bq/kg 超の

廃棄物が，低濃度の廃棄物と混ぜ合わされて，

低濃度の廃棄物として処理される危険も指摘

されている。 

よって，国又は地方自治体において，指定

されるべき廃棄物を認知した場合には，占有

者の申請を待たずに，環境大臣が指定するよ

うな法制度に改正するべきである。 

 

5 厳格な監視の必要性 

また，特措法は，放射性物質の処理につい

て，濃度規制だけを行っており，総量規制は

行っていない。そこで，汚染の程度が高いも

のと低いものを混ぜて焼却し，焼却灰等が

8000Bq/kg 超を超えないような調整が行われ

ているという。 

放射性物質の拡散を防ぎ，濃縮・減容して

処分するという処理方針に逆行する運用が行

われないように厳格な監視が必要である。 

 

6 指定解除の是非 

(1) 指定解除手続 

特措法には，一旦指定された指定廃棄物

について，指定解除の制度は設けていな

い。指定廃棄物の処理が進んでおらず，保

管の負担が現場に生じており，指定解除制

度がないことも，指定申請をためらう要因

になっているとも指摘されている。 

(2) 指定解除手続の創設の検討 

環境省は，指定廃棄物について，その後

に自然減少により放射性濃度が低下した

場合の指定解除手続の創設について，検討

を開始したと報道されている（2015年 4月

5日朝日新聞）。 

(3) 指定解除すべきではなこと 

しかしながら，既述のとおり，放射性物

質は危険であり，8000Bq/kg という基準自

体，従来の基準と比較して著しく高く，こ

れより低い受け入れ基準を設けている施

設も多くある。一旦指定を受けた汚染廃棄

物の汚染の程度は高く，できる限り集約し

て厳重に処分するという放射性廃棄物の

処理の基本に鑑みれば，自然減によって基

準値を下回ったとしても，厳重管理・処分

の要請が変わることはないのであるから，

指定解除すべきではない。 

指定解除制度の創設によって，未指定問

題を解決しようというのは，本末転倒とい

うべきであり，未指定問題は上記第1で述

べた通り，申請義務の創設により解決すべ

きで，指定解除制度の創設には反対であ

る。 

 

7 提言 

以上から，指定廃棄物の指定は，国又は地

方自治体において指定されるべき廃棄物を認

知した場合には，占有者の申請を待たずに，
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環境大臣がこれを指定する法制度に改正する

よう提言するとともに，放射性物質汚染廃棄

物の厳格な監視を強化することを提言する。

同時に，指定廃棄物の解除手続の創設は本末

転倒の議論であることを指摘する。 

 

第6 一時保管・仮置き 

1 総論 

(1) 終処分政策の破綻 

8000Bq/kg 超の放射性物質汚染廃棄物

（指定廃棄物）の 終処分場について，従

前の政策は破たんしている。そもそも突如

80倍に引き上げられた8000Bq/kgという基

準が安全なものであるのか，信頼がない。

とすれば，指定廃棄物の 終処分場は住民

にとって，危険で受け入れ難い存在であ

る。実際，いま 終処分場候補地に挙げら

れている，栃木県塩谷町，宮城県加美町・

栗原市・大和町，千葉市などでは，地元住

民による大規模かつ強力な反対運動が続

けられており，いったいいつになったら

終処分場が確保できるのかも分からない。

茨城県では，現在保管する場所で暫定的に

指定廃棄物を安全長期保管すべきではな

いかとの議論もされている。それもひとつ

の選択肢であろう。各県・各地の実情に応

じた方策はあり得る。つまり，県内処理・

各県ごとに1か所ずつ作るという基本方針

（閣議決定）は全く現実味がない。 

(2) 問題の所在 

このように指定廃棄物処分の方針・方法

をめぐる錯綜は長く続いており，その 終

処分場の確保のためにはまだ相当の長期

間を要する。処分方針・方法が決定したと

しても，処分場の選定，住民理解を得るな

どの合意形成，その後の設計・建設などを

考えると，到底先が見通せない状況にあ

る。 

しかし，各自治体で一時保管・仮置きし

ている指定廃棄物の問題は待ったなしの

状況である。宮城県では，放射能に高濃度

に汚染された「稲わら」などの農林業系廃

棄物が，容易に人の出入りすら可能なビニ

ールハウス内に仮置きされているという，

極めて杜撰な保管方法が問題になってい

る。千葉県では，都市部から郊外への指定

廃棄物の移動・一時保管の問題が民事訴訟

での争いにまで先鋭化した。 

(3) 喫緊の課題 

指定廃棄物 終処分場の確保のために

相当の長期間を要することが確実である

という現状に照らせば，まず現在の一時保

管・仮置き方法の安全性を確保することが

喫緊の課題である。 

しかしながら，そもそも現状では，各市

町村などにおいて指定廃棄物がどこにど

れだけどのように一時保管・仮置きされて

いるのかという，基本的事実についてすら

情報が不足している（又は，少なくとも，

情報開示が不足している）。 

したがって，指定廃棄物の一時保管・仮

置きについての情報を正確・詳細・具体的

に把握したうえで改善し，早急にその安全

性を確保しなければならない。更にいえ

ば，放射能汚染は日本全土に及んでいるの

であるから，指定廃棄物に限ることなく，

放射能に汚染された廃棄物の全てについ

ての，正確・詳細・具体的な全国的情報の

把握と安全性確保が必要なはずである。 

以下，日弁連の現地調査等に基づいて，

一時保管・仮置きの問題状況について，極

めて断片的ではあるが，報告する。 

 

2 宮城県の状況 

宮城県内には，①農林業系（稲わら・牧草・

堆肥），②きのこ原木・ほだ木，③浄水発生

土（汚泥），④下水道汚泥の4類の放射性廃

棄物が存在し，8000Bq/kg を超える指定廃棄

物の保管量は，合計3384.3tである（2015年
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3月 31日時点）。なお，2014年秋の国の調査

によると，未指定の8000Bq/kg超の放射性廃

棄物が宮城県内には約2700tあり，同県が管

理している（指定を受けていない理由は，指

定による風評被害や市町村管理となる負担を

避けるためと考えられるとのことである）。 

宮城県内の放射性廃棄物（8000Bq/kg 以下

及び超の双方を含む）の一時保管方法は，稲

わら・牧草をビニール製ラップでロール状に

巻いたり，フレキシブルコンテナに入れたり

してから，施設に保管するといった方法であ

る。 

視察した宮城県栗原市内の一時保管・仮置

き施設は，パイプで骨を組みビニール製テン

トを張った構造であった。その周囲は鉄製の

仕切り板で囲われていた。この施設内に

8000Bq/kg 超の稲わらをフレキシブルコンテ

ナに収納したうえで保管しているとのことで

あった。ただし，この汚染稲わらは，特措法

の指定を受けていないため，宮城県の費用に

より管理されている。 

栗原市内の 8000Bq/kg 超の放射性廃棄物

は，稲わら928t，牧草46tの合計974tある。

そのうち稲わらは，2012年 5月以降，随時，

集約して一時保管を開始し，現在，5 か所で

保管している。また，牧草については，別の

1か所の一時保管施設で管理している。 

これらを一時保管・仮置きしている施設に

ついては，設置に際し，周辺住民からの反発

があり，2 年間という期限を説明し保管を始

めたが， 終処分場が設置されないままに，

その期限が過ぎてしまっている。 

同様に指定廃棄物（同じく汚染稲わらであ

るが，こちらは特措法の指定を受けている。）

の一時保管・仮置き施設がある登米市を視察

した。水田と和牛飼育を行っている農家の私

有地内において，ビニールハウスや堆肥舎の

中に指定廃棄物が保管されていた。同市内の

別の施設では畑に隣接した草原にビニールハ

ウスを設置し，そのなかに指定廃棄物が保管

されていた。これらは，2013 年 10 月に指定

廃棄物の指定を受け，国の委託により登米市

が一時保管している。同市内には，集約保管

施設が15か所，個別保管施設が9か所存在す

る。登米市内の一時保管・仮置き施設におい

ては，農業用と思われるビニールハウスが用

いられている。カラスがつついたり，ネズミ

や狸がかじったりしたと見られる穴が随所に

ある施設も存在し，その補修の跡も見られた。

施設の周囲には土のう等が置かれているが，

その気になれば人の出入りは自由である。な

かには施設のドアが相当程度まで開いてしま

う施設もあった。 

 

 

写真23 登米市一時保管，仮置き施設 

 

こうした一時保管・仮置きの問題として，

まずは，指定廃棄物の指定を受けているのか

受けていないのかすら統一されていないとい

う点がある。このような不統一は，一時保管・

仮置き方法の不統一を生じさせる（国の指定

を受けた施設よりも，県の施設のほうが，比

較すればそれなりの保管方法が採られていた

という事実は皮肉であった）。施設の安全性

については問題が大きいといわざるを得な

い。農業用のビニールハウスまたはそれに類

する簡易なテント式施設が指定廃棄物の保管

に適するか，甚だ疑問である。実際，栗原市

の施設にも登米市の施設にも補修の跡が見ら

れた。耐水・耐風性能はどうであろうか。人

の出入りが自由な施設では，そこに立ち入っ

た者の放射線被ばくは免れないであろうし，
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失火や放火等のおそれも払拭できないと思わ

れる。 

指定廃棄物の 終処分場の確保時期が見

通せない中，このような問題ある一時保管・

仮置きの継続に同意することはできない。国

はその責任において，可及的速やかにこのよ

うな危険な一時保管・仮置きの方法を改める

べきである。 

 

3 千葉県の状況 

千葉県松戸市では，2 か所のごみ焼却施設

で，それぞれ924.14t（1521袋），19.78t（28

袋）の指定廃棄物（焼却灰）を保管している。

前者では，仮設建物の内部に，後者では焼却

施設の地下2階に，保管容器（耐水性のフレ

キシブルコンテナ，環境省ガイドライン準拠

のランニング型）に入れて保管している。 

千葉県柏市では，2 つのごみ焼却施設内に

フレキシブルコンテナで計614t（計897袋）

の指定廃棄物（焼却灰）を一時保管している。

さらに，そのうち1つの施設の屋外には，「ボ

ックスカルバート」というコンクリート製

（30cm厚）の構造物からなる仮保管庫を別途

設置し，ドラム缶で373t（1824本）の指定廃

棄物を一時保管している（なお，もう1つの

施設にも「ボックスカルバート」を建設中で

ある）。くわえて，柏市 終処分場にはドラ

ム缶で76t（430本）の指定廃棄物を一時保管

している。 

千葉県流山市では，ごみ焼却施設内に指定

廃棄物（焼却灰）586tをフレキシブルコンテ

ナに入れて（1182袋）一時保管している。保

管場所は，施設内テントの他に，搬入スロー

プ下，屋外の3か所である。現在，指定廃棄

物保管のために，同施設敷地内に「ボックス

カルバート」2基の設置を進めている。 

これら3市は，東京のいわゆるベッドタウ

ンの役割を果たしている地域に存在してお

り，全般的に都市化が進展していることから，

指定廃棄物一時保管・仮置きの担当者らに聞

けば，用地の確保や住民理解の獲得のために

苦労を重ねてきたと異口同音にいう。そのた

めか，確かに，一時保管・仮置き施設の安全

性については相当程度の配慮がなされてい

る。 

しかしながら，流山市においてフレキシブ

ルコンテナに詰めた大量の指定廃棄物が屋外

に積まれていたことは早急に改善を要すると

思われる。また，そもそも指定廃棄物の放射

能の減衰期間に比べてフレキシブルコンテナ

の耐用年数が短すぎることは火を見るよりも

明らかである。とすれば，指定廃棄物の適正

管理の方法については，それが一時保管・仮

置きであっても，再度検証する必要があると

思われる。 

柏市と流山市では，前記のとおり，「ボッ

クスカルバート」による仮保管庫に指定廃棄

物を現に保管し，又は，今後保管する予定で

ある。確かに，実際に視察してみると，「ボ

ックスカルバート」はかなり堅牢な構造物と

思われ，放射線の遮蔽効果も高いであろうと

うかがわれた。この設置費用は，億円の単位

とのことであるが，国が負担することになっ

ている。とすれば，こうした構造の一時保管・

仮置き施設を導入することは，設置場所さえ

確保できれば，他の市町村でも検討に値する

のではないだろうか。 

ただ，そうした堅牢・高価な施設を設置し

た場合， 終処分場が建設されるまでの一時

保管・仮置きという位置付けが変容すること

はないだろうか。 終処分場が確保できない

状況の中，それだけ立派な国費をかけた保管

施設が存在するということになると，一時保

管・仮置きが長期化し，場合によっては，そ

のまま保管が続く，つまり，実質的には 終

処分場として存在し続けることにならないだ

ろうか。この点も考慮を要する事項である。 

 

4 小括 

以上を踏まえ，国及び地方公共団体は，よ
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り安全に配慮した特定廃棄物（指定廃棄物を

含む）処理基準が策定され，適正な制度が構

築されるまでの間は，安全性が的確に確認で

き，汚染物質が環境中に拡散しないように管

理を強化した方法で，かつ十分な情報公開と

住民参加の下で，暫定的に地上保管をするこ

とを提言する。 

 

第7 不法投棄と費用負担など 

1 不法投棄等の問題への日弁連の取組

みと提言 

第2節・第9で紹介したとおり，福島第一

原発事故から現在までの約4年半の間に，滋

賀県高島市で発覚した事件をはじめ，全国各

地で福島第一原発事故由来の汚染廃棄物の不

法投棄又は不適正処理が発覚している。なお，

本項では，「汚染廃棄物」とは，「本来は有

価物であるのに，放射性物質（セシウム）へ

の被ばくにより放射能の量（ベクレル。Bq/

㎏）が法令等の基準や社会通念に照らし許容

できない数値を超えたため廃棄せざるを得な

くなった物」と「焼却灰など中間処理により

生じた物で，減容前の廃棄物が相当量の被ば

くをしていたため，焼却等で放射性物質ない

し放射能が濃縮された物」の双方（特措法上

の特定廃棄物に限らず，廃棄物処理法に基づ

く通常の方法と異なる特別な処理・処分を要

するのではないか問題となりうる廃棄物）を

広く指して用いており，また，有害物質に汚

染された廃棄物一般と区別する見地から，主

に「原発汚染廃棄物」と呼ぶこととする。 

また，不法投棄とは，廃棄物処理法第 16

条に違反する廃棄物の投棄であり，不適正処

理とは，同法が定める処理基準（第12条第1

項，第12条の2第1項）に適合しない処分を

指す。悪質な不適正処理が不法投棄と形容さ

れることも多く，両者の区別は曖昧で，本項

では両者を併せて「不法投棄等」と呼ぶ（後

出の日弁連第 53 回人権擁護大会シンポジウ

ム第3分科会・基調報告書参照。以下「53回

大会報告書」という。）。 

そして，不法投棄は刑事罰の対象となり，

不適正処理に対しては自治体（産業廃棄物で

あれば都道府県等，一般廃棄物であれば市町

村長）が原因者等に措置命令を発出して是正

を求めることになるが，この制度には様々な

限界・問題が指摘されている上（詳細は 53

回大会報告書を参照），後記のとおり，原発

汚染廃棄物については，その限界等が，より

顕著に生じているといわざるを得ないものと

なっている。 

日弁連は，岩手県盛岡市で行われた 2010

年の第53回人権擁護大会で，「不法投棄等に

よる被害の根絶と資源循環関連法制の抜本的

改正を求める決議」を採択し，決議や基調報

告書の中で，被害根絶（未然防止や事後救済）

のため様々な提言を行うとともに，「廃棄物

公害の根絶をめざして」と題し，意識喚起の

ためのシンポジウムを開催した。 

残念ながら今もその提言が実現したとは

いい難い状況にあり，そのことも原発汚染廃

棄物の不法投棄等事案の発生や深刻化に影響

を及ぼしたといわざるを得ない。改めて，同

決議や基調報告書の提言の実現に対するご協

力を求めるところである。 

以下，滋賀県高島市事件を中心に，各事案

の原状回復等に関する対処の実情を整理し，

その上で，現在の法制度の概要や限界を再確

認し，再発防止のための制度を提言すると共

に，原状回復等の負担に関して，汚染原因の

作出者たる東京電力ひいては国の責任を検討

する。また， 後に，広域処理を巡る問題も

若干触れることとした。 

 

2 原発汚染廃棄物の不法投棄等事案に

関する対処の実情 

各事件の概要は本章第2節第9を参照。こ

こでは原状回復等（原発汚染廃棄物の処理等）

の実情を中心に説明するが，本書執筆時点
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（2015年 7月）で「不法投棄等がなされたこ

とが判明した原発汚染廃棄物について，適法

に中間処理（焼却）され，焼却灰が特定廃棄

物（指定廃棄物）として管理されている事案」

は存在しない（いずれも中間処理が未実施又

は未判明）模様である。 

(1) 高島市事件（汚染木くず有価物偽装事

案） 

本件は，福島県本宮市の製材業者が排出

した「放射性物質に汚染された木くず」が，

土嚢袋に梱包された状態で 2013 年 3 月に

高島市の鴨川河川敷に運搬され，敷設・放

置された事件であり，同様の事情で福島県

から搬出された「汚染木くず」が他の多く

の都道府県でも確認されている点も相俟

って，広域型の不法投棄等事案といってよ

いものである。 

滋賀県が本件に関し作成した報告書

（「一級河川鴨川およびその周辺における

木くず不法投棄事案の総括」。以下「滋賀

県報告書」という。）によれば，当該木く

ずを現場に持ち込んだ主犯格（東京のコン

サルタント業者）は，当初，河川敷の整備

のため木材チップとして購入し敷設した

という趣旨の申告をしたというのであり，

本件は，いわゆる有価物偽装事案の一種と

捉えることができる。 

滋賀県は，放射線量の測定等を通じて当

該木くずが再使用不能＝有価物でなく廃

棄物であることを確認した後，原因者たる

上記業者に任意の全量撤去を求めたとこ

ろ，原状回復計画案が提出されたものの，

履行されるか否か不透明な状態が続き，結

局，半年弱（事件発生から1年弱）が経過

した 2014 年 1 月に，原因者が委託した県

外の中間処理施設に搬出された。 

インターネット上の配信情報によれば，

本件の汚染木くずは，現在も焼却されない

まま搬入先の処理施設内に保管されてい

る模様である（焼却灰は，8000Bq/㎏を超

過することが確実視されるので，特措法上

の「指定廃棄物」として 終処分されるべ

きことになり，現状では，搬入先の県に国

が設置する 終処分場への埋立の可能性

が高い。）。 

滋賀県などは搬出先を非公開としてい

るが（北関東と言われている），原因者の

刑事事件で搬出先が指摘されたため，地元

住民が刑事確定記録の閲覧を申請した。そ

して，大津地検が拒否したため大津地裁に

準抗告したところ，2015年 7月6日付けで

裁判所が開示を命じる決定をしたとのこ

とである（同年7月9日付け京都新聞）。 

また，滋賀県は任意撤去が履行されない

場合に備えて措置命令や行政代執行の検

討もしたものの，受入条件の見合う県外施

設から風評被害を理由に拒否されたとか，

当該施設の所在県では県外産業廃棄物の

受入れに関し行政（県庁等）の事前協議制

度が設けられていたため，当該機関に打診

したが理解が得られなかったと報告して

いる。自県内の処理施設を含め，福島第一

原発から遠く離れた（放射性物質の飛散・

被ばくがゼロないし僅少のため原発汚染

廃棄物の処理の問題に直面していない）都

道府県で不法投棄等事件が発生した場合

の解決の困難さを改めて浮き彫りにする

ものとなった。 

この点（有害物質を含有する廃棄物が不

法投棄等された場合の処理の場所や広域

移動という問題）は，福島第一原発事故に

由来する汚染廃棄物の問題で初めてクロ

ーズアップされた面があり，国民的議論が

待たれる論点と思われる。 

(2) その他の事件 

報道等によれば，鹿児島県，山梨県の笛

吹市及び富士河口湖町，千葉県市原市，栃

木県でも，高島市事件と同一の原因・場所

で生じた汚染木くずが搬入されたものの，

その多く又は全部が，発覚した場所から撤
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去され，その後の行方等は不明とのことで

ある。 

鳥取市岩倉で発見された汚染廃棄物（た

だし，福島第一原発由来かは未判明）は，

現在も撤去等が未了の状態が続いている

模様で，原因者等が不明の状態が続けば代

執行の可能性が高いが，(1)と同様，処理

施設が受入を拒否しているとのことで，現

場での保管の長期化が危惧される。 

南相馬市小高区の事件（除染廃棄物たる

枝葉類を埋設した事件）は，報道によれば

現場では解決済みのようであり，他の除染

廃棄物と同じく仮置場に移動するなどの

措置が講じられたのではと思われる。 

 

3 原発汚染廃棄物の不法投棄等への現

在の法制度の概要と限界，事件を踏まえ

た提言 

(1) 高島市事件は，どうすれば防止できた

か 

高島市事件は福島県内の製材業者の製

材作業により生じた木くず（木材チップ，

バーク材）が，本来であれば河川敷の整備

のために用いることも可能だった（かもし

れない）のに，木材（又は木くず自体）が

放射性物質に被ばくしたことで，現在の法

令又は取引通念上，そのような用途で再使

用することが不可能になったものを，被ば

くの事実を隠蔽し，再使用可能な有価物と

装って被害地に搬入したという事件であ

る。 

滋賀県報告書によれば，不法投棄の原因

者であるコンサルタント業者は，製材業者

には中間処理を持ちかけて処理委託させ

ていたようであるから，本件は，青森岩手

県境不法投棄事件などで見られた「中間処

理業者による有価物偽装」の類型と言え

る。 

その上で，どのような措置が事前に講じ

られていれば，本件現場への搬入など一連

の行為を防止できたかを検討すると，次の

2 点を抜本的な解決法として提言できると

思われる。 

① 届出制の導入 

製材業者から中間処理施設への運搬

業務を受託した収集運搬業者が福島県

外に搬出する際や，その後に関係業者が

当該木くずを有価物と称して滋賀県に

搬入する際，行政庁（搬出時は福島県，

搬入時は滋賀県）に対し，搬出・搬入の

各行為を届け出ることや，とりわけ有価

物として搬出・搬入するのであれば，行

政が事前に定めた一定の放射能量（Bq/

㎏）を下回ることを証明する資料を提出

しなければならない制度を導入すれば，

搬出や搬入の際に違法な（有価物偽装

の）搬出入が行われていることを，早期

に発見することが可能である。 

② マニフェスト制度の導入 

製材業者が，有価物偽装に加担してお

らず，適法に中間処理（焼却）や 終処

分（埋立て）が行われると信頼して処理

委託したのであれば，電子マニフェスト

を通じて情報処理センター（後出）が適

正処理の有無を製材業者（委託者たる排

出事業者）や行政に通報する制度が構築

されていれば，委託時に適正処理を前提

とした情報が登録されるはずであるか

ら，これが履行されていない旨がセンタ

ーから通報されることで，委託に反する

不法投棄の事実を早期に判明させるこ

とが可能である。 

そこで，以下，この2つの制度につい

て補足説明を加えることとする。 

(2) 高線量地域からの商品搬出の届出制 

福島第一原発の事故後，放射性物質が飛

散し，本来であれば利用できる商品の原料

（製材で生じた木材チップ，バークなど）

が被ばく（汚染）により商品として使用で

きないおそれが合理的に予測される地域
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（一定の高線量地域）については，政府が，

把握する飛散量などに応じて包括的に指

定し，その地域内の原料（木材）を利用し

て製造した商品（木材チップ等）は，利用

不能＝廃棄物（産業廃棄物）の疑いがある

物として，有価物偽装を防ぐための仕組み

を構築すべきである。 

具体的には，指定地域内の指定商品を他

者に有価物として売却（購入）して外部に

搬出する場合，売主は，行政庁（本件であ

れば福島県）に対し，①有価物であること

（当該搬出品が，行政庁が指定した放射線

量を下回ることなど），②購入者や搬出先

などを記した書面を，線量検査結果などを

添えて申告しなければならないものとし，

また，買主は，搬入先の行政庁に対しても

同様の申告をしなければならないものと

すべきである。 

仮に，高島市事件で，このような制度が

導入されていれば，製材業者から木くずを

受領した収集運搬業者が福島県外に搬出

したり，保管先の都道府県に搬入したりす

る際に，当該書面の提出を義務付けること

で，これが履行されない場合の早期発見や

対処，ひいては事前抑止効果を含めて，未

然防止に資する面が大きいと思われる。 

この点，日弁連が2004年に公表した「不

法投棄の未然防止及び適正解決を徹

底するため廃棄物処理法の改正等を

求める意見書」では，有害物質を含有す

る物につき，廃棄物のみなし又は推定規定

を設けるべきとの意見を述べており，上記

の提言はこれ（有価物偽装）の具体化とい

うことができる。 

なお，PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄

物に関しては，処理委託に入る以前（排出

事業者が保持している段階）で，行政庁が

保管情報などを把握し，処理委託の段階か

ら行政への届出等を行う仕組みが構築さ

れている。これと同様に，被ばくの程度が

大きく，そのことで利用不能を余儀なくさ

れた（余儀なくされると見込まれる）物に

ついては，個々の物（商品）の性状等を踏

まえ，廃棄（処理委託）以前から行政が情

報管理する制度の導入が検討されるべき

である。 

(3) 電子マニフェストによる適正処理の自

動審査・追跡システム 

上記(2)の方法は，廃棄物の疑いのある

物を，有価物として取引し本来の保管場所

から搬出等を行う場合に，有価物であるこ

との届出を行政に行うべき（有害廃棄物で

ある疑いのある物について取引者側に行

政への積極的な証明活動を求める）ことを

定めた制度である。 

これに対し，当初（排出事業者段階）は

廃棄物として処理委託取引された後，受託

処理業者が，排出事業者に報告するマニフ

ェスト上は適正処理を装いながら，実際に

は不法投棄に及ぶ場合（処理業者による有

価物偽装事案）では，処理記録の電子化等

を通じて適正処理の有無を追跡すること

で，不法投棄をあぶり出すことが可能であ

る。 

高島市事件では福島の製材業者は汚染

木くず（木材チップ等）を産業廃棄物とし

て中間処理の委託をしたのに対し（滋賀県

報告書では必ずしも明確ではないが，処理

委託に伴い収集運搬業者がマニフェスト

を作成し，製材業者に発行しているはずで

ある），これを受託した処理業者側が，廃

棄物としての処理をせず，有価物（河川敷

に敷設できる木材チップ等）と称して現地

に搬入しており，この類型に属するものと

思われる。 

この類型については，日弁連が 53 回大

会報告書で詳細に説明した「電子マニフェ

ストと情報処理センター（廃棄物処理法第

12条の5）による廃棄物処理情報の自動監

視・通報システム」こそが，早期発見＝未
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然防止のための抜本的手段である（同報告

書121～130頁等）。 

仮に，高島市事件で，このような制度が

導入されていれば，福島の製材業者は，電

子マニフェストを通じて産業廃棄物たる

汚染木くずに関し予定されている処理情

報（焼却先の中間処理施設，焼却灰の埋立

先の 終処分場の名称，所在や委託数量，

焼却や埋立等の実施予定時期等）を，処理

委託の際（マニフェストの発行時）に，情

報処理センターに申告することになる。 

そして，受託者たる収集運搬業者や中間

処理業者が，予定期間内に受託した処理

（施設への搬入や焼却等）を実施しない＝

マニフェストに記載した処理を行わず，河

川敷等に搬入し不法投棄する場合は，委託

時に申告された期間内に中間処理や 終

処分（収集運搬を含む）の実施に関する報

告がないとして，情報処理センターから排

出事業者や処理業者の監督行政庁に通報

がされる。 

かくして，委託者や行政による調査が行

われて不法投棄等が直ちに判明する（の

で，受託者もそうした事態を恐れて不法投 

棄等をしない）ことが合理的に期待できる

のである。 

(4) 当事者の責任追及と原状回復 

産業廃棄物の不法投棄等がなされた場

合は，第一次的には処分者（不法投棄の実

行者）に対し，行政庁が原状回復等の措置

命令を発出し，無資力等の事情により命令

を履行できない場合には，一定の帰責事由

があれば排出事業者にも命令を発出する

こともできるのが，現在の廃棄物処理法の

仕組みである（同法第 19 条の 5，6）。そ

の上で，それらの方法で原状回復（生活環

境の保全上の支障の除去等）を図るのが困

難という場合には，行政庁の裁量判断で代

執行ができるとされている（同法第 19 条

の8）。 

この点については，高島市事件を踏まえ

て，次の点を指摘しておきたい。 

まず，滋賀県報告書では，県は原因者へ

の措置命令や代執行を検討したものの，前

者は命令の履行などに関する危惧，後者は

県内施設等が受入を拒否したことから，い

ずれの対応もできないまま，原因者による

県外搬出という（同県限りでの）解決を了

解することになったという。 

前者はまだしも，後者（行政代執行で解

決が困難との指摘）は，同県が，中間処理

の受入等に関し処理施設をどこまで調査，

交渉したのかとの問題がありうるにせよ，

法が予定している解決のシステムが機能

不全に陥るリスクを示したという点で，注

視すべきである。 

仮に，本件木くずが福島県外に搬出され

ずに同県内の処理施設に委託されていた

場合には，（現時点で本件木くずの線量を

踏まえて受入を認める中間処理施設が存

するのかは調査未了だが）いずれかの時点

で同県内において焼却され，焼却灰が指定

廃棄物として同県内に埋立されていた可

能性が高いと思われる。 

このように，「汚染の度合いが高い地域

から汚染廃棄物が遠方に搬出されて不法

投棄された場合，その廃棄物をどこで処理

するのが適切なのか（被害地たる搬入地が

処理を受忍する謂われはなく，発生地や受

益地に搬出し処理すべきではないか）」と

の議論は，有害廃棄物の広域型不法投棄事

案では常に問題になるところで，青森岩手

県境事件でも，純然たる被害県という特質

のあった岩手県では，廃棄物の元になった

製品等の主な消費地・排出地（首都圏）で

処理すべきだという県民世論もあったと

ころである（この論法からは，福島県では

なく主たる電力消費地たる首都圏や工業

地帯で処理すべきだということになる）。 

この点は，正解を出すことができる問題
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ではなく，汚染原因（放射性物質）の性質

や分布等に関する事実関係はもちろんの

こと，その発生の原因（電力消費）や受益

状況なども視野に入れて，国民的議論がな

されるべきである。 

(5) 東京電力への措置命令と排出事業者保

護 

また，措置命令の対象を，処分者や排出

事業者に限らず，本来なら有価物であった

物を放射性物質の付着によって廃棄物と

させてしまった張本人というべき東京電

力も含めるべきでないかという観点も，あ

り得るところである。 

この点，53回大会報告書では，拡大生産

者責任の見地から，「一定の廃棄物につい

ては，直接（ 後）にその物を排出する事

業者ではなく，その物の製造・流通等に中

心的な役割を果たす事業者を排出事業者

として責任を負担させていく手法も，導入

されるべき」と提言した（126頁）。 

そして，福島第一原発事故のように，特

定の事業所から有害物質が大量放出され，

広範囲に拡散し，本来であれば有価物であ

ったものが，使用できず廃棄物となること

を余儀なくされるケースでは，「廃棄物の

発生（廃棄物性）」に決定的な影響を及ぼ

しているのは東京電力（有害物質の放出

者）なのだから，東京電力こそが処理責任

を負うべきだという考え方は，拡大生産者

責任ないし汚染者負担原則の見地からは，

十分に成り立つものといわなければなら

ない（少なくとも被ばくした物を所有，管

理し不本意に廃棄を余儀なくされる各事

業者に処理責任が転嫁されるのは，被害者

に二重被害を課すものであり，不公平その

ものというべきである）。 

もちろん，本件原発事故で生じた汚染廃

棄物のあまりの膨大さからすれば，全ての

汚染廃棄物を東京電力が情報管理・把握

し，それを前提に自ら処理業者に委託する

などして適正処理をせよというのは現実

的ではなく，汚染廃棄物の所有者等が（特

措法を前提に）通常の廃棄物処理等を通じ

て処理すると共に，処理を強いられたこと

による被害を東京電力に賠償請求すると

いう現在のスキームには，一定の合理性が

あるといわざるを得ない。 

しかし，「排出事業者自身が 初の被害

者である」という構図を直視し，不法投棄

等の未然防止の見地から，費用面に限らず

排出事業者について様々な負担軽減など

を図ることが必要というべきではないか

と思われる（処理費用負担につき，後記 4

を参照）。 

とりわけ，福島第一原発事故を巡って

は，処理費用に限らず，被害者が求める損

害賠償に東京電力が応じないとして，訴訟

提起や原子力損害賠償紛争解決センター

への和解仲介の申立を余儀なくされる例

が多数生じており，「（私法上の被害者で

ある）排出事業者が，公法（廃棄物処理法）

上の撤去義務を負い，その費用を東京電力

に請求する」という現行制度の形式は，被

害者たる排出事業者に過大な負担を強い

るものといわざるを得ない面がある。 

高島市事件でも，滋賀県報告書によれ

ば，製材業者に処理委託を持ちかけた原因

者は，東京電力への処理費用等の賠償請求

を原因者が代行することを含めて提案し

たとのことであり，裏を返せば，製材業者

にとって賠償請求に関する事務手続など

の負担が，原因者の勧誘に応じた背景の一

つと目されるところである。 

このような「被害者たる排出事業者が，

処理委託等の作業を強いられる負担の軽

減」という見地からすれば，例えば，被害

者たる排出事業者に撤去作業や一次的な

費用負担などを強いるのが適切でないと

認められる相当な事情があれば，行政（主

に福島県。ただし，同県自身の負担軽減な
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ども考慮されるべき）が東京電力に対し，

当該廃棄物の撤去等の原状回復を命じる

制度（汚染原因者への措置命令制度）の導

入も，十分に検討されてよいのではないか

と考える。 

また，この制度が導入されれば，高島市

事件のように全国各地に不法投棄された

原発汚染廃棄物についても，原因者が原状

回復を速やかに実施する能力等がなく，端

的に東京電力にこそ撤去責任を課すのが

相当と認めうる場合には，東京電力に措置

命令を課すことになるはずで，原状回復を

巡って搬入先の自治体や都道府県が直面

する苦悩を軽減する面はあると思われる。 

この点は，福島県内の事業者を中心に，

原発事故のため不本意な廃棄物処理を強

いられた事業者（その大半は，中小・零細

事業者である）や不法投棄事案などに直面

した行政等への聴取や意見集約などが待

たれるというべきである。 

(6) その他 

53回報告書では，発生抑制や廃棄物処理

の在り方（処理基準や処分場設置基準な

ど），行政の対応や住民参加の在り方をは

じめ様々な提言をしており，同書で述べた

ことは，原発汚染廃棄物の処理のあり方を

考える上でも，大いに参考になるのではな

いかと思われる。 

ここでは省略した点を含め，改めて同書

をご一読いただきたいところである。 

 

4 東京電力ないし国の費用負担につい

て 

(1) 費用負担に関する現在の制度と問題点 

前記3で述べたとおり，廃棄物処理法は，

排出事業者が廃棄物の処理義務を負うこ

とを前提にしているので，高島市事件の木

くず（木材チップ）のように，その物が廃

棄物化＝台無しになった原因を作出した

汚染者たる東京電力は，廃棄物処理法上は

処理責任を負わず，私法上，処理責任を強

いられた排出事業者（又は，代執行を強い

られた行政庁）に対し不法行為に基づく賠

償責任を負うに過ぎない。 

しかし，被害者側が処理行為を先行しな

ければならないこと自体の負担に加え，東

京電力に対する賠償請求の手続に様々な

煩雑さが，現行法のスキームについて排出

事業者に負担感を生じさせ，不法投棄など

安易に廃棄物を眼前から排除できる手段

に走らせるインセンティブになっている

ように思われる。 

前記3の「東京電力への措置命令制度」

は，このような不公平を除去し，汚染原因

者たる同社が直接に個々の廃棄物につい

て処理責任（費用負担を含め）を負うとす

るものであるから，上記の問題を抜本的に

解決できるものということができる。 

ただ，これを直ちに導入することには困

難が伴うと見られるので，それ以外にも，

東京電力が原発汚染廃棄物の処理に関し

主体的な役割を果たし，被害者たる事業者

等の廃棄物処理に関する負担を軽減する

ための仕組みが強化されるべきである。 

以下では，さしあたり，費用負担の面か

ら若干の提言を加える。 

(2) 東京電力の費用負担に関する責任強化 

滋賀県報告書によれば，高島市事件で

は，福島県内の製材業者は，大量被ばくに

より使用不能となった木材チップ等（木く

ず）につき，他者（原因者であるコンサル

タント）から，「自分が処理に関する作業

を引き受けると共に，処理費用に関する東

京電力への賠償請求に要する事務も代行

する」と持ちかけられ，それら（廃棄物処

理と賠償請求代行）を委託したようであ

る。 

前述のとおり，中小・零細規模の排出事

業者が被ばくより使用不能になった物（商

品，原料）の処理を強いられるのは，①た
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だでさえ，その物の売却等により取得でき

る売上（物の製造や取得等に要した経費の

回収原資）を一瞬で喪失する被害を受けた

上，②その被害の賠償を東京電力から直ち

に受けることができず，時に不当な支払拒

否を受けるため，適正な賠償を求めて訴訟

提起や原子力損害賠償紛争解決センター

への申立てという負担を余儀なくされる

こともあるほか，③その物の処理費用につ

いても，（交通事故の被害者の医療費を加

害者の任意保険が立替払するように）東京

電力が被害者たる排出事業者に代わり自

ら処理委託先に立替払するとは限らず，賠

償金という形での処理費用の支払も②と

同様の不利益を被るという点で，二重三重

に被害を受けているのではないかと危惧

されるところである。 

遺憾ながら本報告書の作成に当たり，こ

の点の実情を調査することはできなかっ

たが，もし，このような事象が広く存する

のであれば，それ自体が不法投棄等の温床

になると言える。そのことからも，「東京

電力への措置命令」のように容易に実現し

難い法制度とは別に，現行法の枠組みでも

直ちに実現可能な「被害者たる排出事業者

等の負担軽減のための手法」が，実情に即

して検討，導入されるべきである。 

例えば，先ほどから述べているように，

排出事業者が委託先への支払を余儀なく

される処理費用については，交通事故の被

害者の治療費のように，加害者たる東京電

力が，（内容を適切に精査した上で）直接

に処理業者に費用の支払（立替払）をする

のを原則としたり（排出事業者の第一次的

費用負担からの解放），処理業者の受託拒

否などの関係で，自ら適正な委託先処理業

者を探すことに難儀している排出事業者

等があれば，東京電力が委託先の確保・選

定等を支援したりする（事実上，代行する）

ことも推進されるべきではないかと思わ

れる（処理委託事務の負担からの解放）。

もとより，それらについて，行政庁（福島

県など）が，何らかの強制力を担保にして

東京電力に早期対応を勧告する仕組みの

構築も検討されるべきである。 

また，このように処理委託段階で東京電

力の関与を高めることで，「東京電力が主

導して行った処理業者の選定や委託（の代

行）に不備があり，それが不法投棄等の原

因となったケース」が生じた場合は，措置

命令の対象たる排出事業者（廃棄物処理法

の第19条の6）に東京電力が該当するとし

て，法改正を経ずして同社に措置命令を課

すことができるようになるのではないか

と考える。 

どのような手法が適切かは，排出事業者

の具体的な被害や現在の処理の実務に応

じて検討されるべきであるが，少なくと

も，「被曝の被害者である排出事業者（と

りわけ中小・零細事業者）の保護ないし負

担軽減」という視点は，強く再認識される

べきと考える。 

(3) 国の費用負担等の強化について 

特措法では，特定廃棄物（対策地域内廃

棄物及び指定廃棄物）は国が全面的に処理

を負担するが，その余の廃棄物（対策地域

外の 8000Bq/㎏の廃棄物）は，公法上（廃

棄物処理法等）は排出事業者が処理の責任

を負い，被ばくによる私法上の違法な損害

があれば，東京電力に賠償請求しうるにと

どまるものとされ，国が処理又は費用負担

の責任を負うことは予定されていない（敢

えていえば，廃棄物処理に限らず東京電力

が被害者に支払う賠償費用のうち国が補

助をしている部分は，事実上，国が負担し

ているといえる）。 

しかし，原発事故に関する国民の基本認

識（国が，高度成長などに伴う都市や工業

地帯などの膨大な電力需要に応えるとい

う国策のため，放射能リスクのある原発を
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推進し，事故原因たる津波被害対策にも十

分な施策を講じなかったのだから，適正解

決のため国も東京電力と共に相応の負担

をすべきとの観点）からは，特定廃棄物で

はない廃棄物について国に公法上の負担

ないし義務を何ら生じさせず，排出事業者

又は代執行を行う行政庁（産業廃棄物）や

市町村（一般廃棄物）をはじめとする被害

者側にのみ公法上の処理責任を負わせる

という現在の処理制度の在り方には，大い

に疑義を抱かざるを得ない。 

平成初期から平成 10 年（1998 年）前後

に相次いで国内で発覚した産業廃棄物の

大規模不法投棄事案では，国が，特定産業

廃棄物に起因する支障の除去等に関する

特別措置法（以下「産廃特措法」という。）

を制定し，実際には限られた事件でしか拠

出されていないとはいえ，行政代執行で行

政庁（都道府県等）が負担を強いられた費

用の概ね6割程度を国が補助するという制

度が構築されていた。 

仮に，高島市事件で投棄地の行政庁（滋

賀県）が代執行を余儀なくされた場合を想

定すれば，その費用を不法行為に基づき行

政庁が東京電力に請求しうるかという問

題があるにせよ，行政庁側の負担軽減の仕

組みとして，国が相当額を補助する（その

上で，国が東京電力に求償する）という仕

組みを構築することも検討されるべきで

あり，代執行に限らず排出事業者が行う処

理についても同様の視点を含めて，適切な

負担の在り方が検討されるべきである。 

なお，53回大会報告書では，産廃特措法

などの費用負担スキームを巡る問題につ

いても触れているので（97～101 頁），併

せて参照されたい。 

 

5 原発汚染廃棄物の広域移動と受入規

制を巡る問題 

前出のとおり，高島市事件では，滋賀県が

代執行を視野に入れて県内の処理業者や県外

の業者，都道府県等（条例等に基づく事前協

議制度）に打診したところ，いずれも難色を

示され，代執行による処理の見通しが立たな

いという問題が生じたと報告されている。 

もともと，産業廃棄物の広域処理を巡って

は，大規模不法投棄事件の頻発により，受入

規制等の議論があるところではあるが，放射

性物質を巡っては，岩手県・宮城県の災害廃

棄物の広域処理の際にも生じたように，国民

の忌避感情が強く（敗戦時の原爆被害等に起

因すると思われる），中心被ばく地（福島第

一原発）からの距離に比例する形で住民の反

対運動が激化するなどして，処理施設も受入

を拒否し処理が難航し易いという傾向があ

る。 

「原発汚染廃棄物が処理されるべき場所」

という問題を巡っては，有害物質の集中管理

の面から，放射性物質が飛散した都道府県ご

との処理ではなく，福島県の高線量地域（中

心被ばく地たる第一原発付近）に集約させる

べきとの意見も根強く存するところである

が，他方で，必ずしも原発の受益者ともいい

難い福島県民の立場からすれば， 大の受益

者というべき電力の大消費地たる都市住民か

ら「原発のゴミは福島に持って行け」などと

声高に求められたのでは，いじめを受けてい

るようにしか思えず，この点は，一義的な正

解のない，国民的議論と責任の分担が求めら

れる論点というほかない。 

この点，日弁連の2004年意見書（前記3(2)）

では，国は，物の循環的利用の促進の見地か

ら廃棄物の発生地での自圏内処理を原則とし

つつ，廃棄物の性状に応じ広域処理せざるを

得ないものも視野に入れて，各地域が処理の

負担を公平に分担するよう誘導・調整する施

策を推進すべきと提言したが，このような観

点は，現在も妥当するというべきである。 

その上で，原発汚染廃棄物がどこで中間処

理・ 終処分されるべきかという問題を巡っ
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ては，汚染原因の作出者（東京電力ひいては

その電力に依存してきたすべての当事者）と

廃棄物の第一次的な排出者が異なるという事

実を正面から見据えた処理の方法を考えるべ

きである。 

そうした視点を持つことのないまま，単

に，福島県から遠方であるとか，県外から搬

出されたものに過ぎないというだけの理由で

処理業者が受入れを拒否するような事態，さ

らには，都道府県等が事前協議制を理由に理

不尽な被害に遭った自治体からの処理の受入

れを拒否する事態は，公平な負担という観点

から疑義のあるところである。 

少なくとも，多くの国民に代わって原発立

地という損な役回りを引き受けた上に，高い

放射線量の被害のため，廃棄物問題に限らず

長期間にわたり多大な被害と負担を余儀なく

されている福島県民の心情や人としての尊厳

に対し， 大限，配慮した公の施策や人々の

運動，取組が展開されることを願ってやまな

い。 
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