
一億二千万人を総被ばくさせ列島全体を汚染させようと
する国の誤った廃棄物処理政策を中心に

2022年9月3日 羅須ゼミ
芳川良一
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Ⅰ.① 福島第一原発事故による汚染の実態(宮城県)
3 放射能の飛散ルートと汚染状況

3月12日１号機水素爆発、14日 3号機水素爆発、15日 4号機燃料プール水素爆発 2号機ベント



早川由紀夫群馬大学教授 公開資料
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Ⅰ. ② 指定廃棄物と汚染廃棄物

⚫ 指定廃棄物

8,000Bq/kgを超えるもの

保管する市町村が指定申請(申請されてない未指定廃棄物の存在)

国の責任で処理

385.8千㌧(内 福島県359.9千㌧ 宮城県 2.8千㌧)

2021.12.31現在 環境省

⚫ 汚染廃棄物

8,000Bq/kg以下のもの

保管する市町村が一般廃棄物として処理

(廃棄物処理法に基づき処理責任は市町村にある)

宮城県内 36,0千㌧ (すべて農林業系廃棄物)

2017.06現在 宮城県

5 放射性物質汚染対処特措法 (後述)



Ⅰ.③ 指定廃棄物最終処分場建設阻止の闘

い(加美町)

 住民の反対で頓挫した指定廃棄物最終処分場建設

宮城県 候補地選定(栗原市深山嶽、大和町下原、加美町田代岳)

加美町の町ぐるみ反対運動により現地調査実施できず

2.8千㌧

栃木県 塩谷町 12.4千㌧

千葉県 東京電力千葉火力発電所の土地の一部 3.7㌧千㌧

茨城県 現地保管を継続し段階的に処理 3.5千㌧

群馬県 現地保管を継続し段階的に処理 1.2千㌧
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汚染状況重点調査地域 8県
内 5県に最終処分場建設
(岩手県、埼玉県は国に未申請、福島は特別扱い)

指定廃棄物保管量
2021.12.31環境省



指定廃棄物最終処分場建設反対

三候補地
田代岳(加美町) 調査入反対
深山嶽(栗原市) 三か所同時で容認

下原(大和町) 三か所同時で容認

田代岳が主戦場 環境省22回来襲
「町ぐるみの闘い」で環境省の現地調査を阻止
環境省断念('15.11)
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指定廃棄物最終処分場建設反対 田代岳にて
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Ⅰ. ④汚染廃棄物の焼却処分中止を求めて提訴(大崎
住民訴訟)

宮城県環境生活部資料から

農林地還元とはいわゆる「すき込み」
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焼却とは 汚染廃棄物を通常の一般ごみと混ぜ
て燃やすいわゆる混焼をいう

焼却施設
大崎中央クリーンセンター 古川
大崎東部クリーンセンター 涌谷
大崎西部クリーンセンター 岩出山 2022.03/E 休止

最終処分場
大日向クリーンパーク 三本木
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ex. 一般ごみ 130㌧ 汚染廃 2㌧



すき込み 宮城県内汚染廃棄物の
市町村別保管量

市町村 保管重
量 kg

特徴

大崎市 6,080 牧草が87%

登米市 4,747

栗原市 3,563

加美町 7,540 100Bq/kg以下の
ほだ木が3,257㌧

白石市 3,342 400Bq/kg以下が

95%

丸森町 1,993

宮城県 36,045

牧草のすき込み ('17.06.30 大崎市)

400Bq/kg以下(農水省基準)
営農行為としての位置づけ 土壌改良
材扱い
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宮城県環境生活部資料(2017.0715)を元に加工



提訴に至るまでの流れ

 2018.09 大崎広域行政事務組合へ公金支出差止め住民監査請求
⇒ 2018.10 要件満たさないと却下

 2018.10 大崎住民訴訟提訴

原告 124名 弁護団 11名

被告 大崎地域広域行政事務組合管理者(=大崎市長)

 2018.10 放射性廃棄物の試験焼却開始

 2018.12 試験焼却差止め請求仮処分命令申立て ⇒ 2019.4 却
下(仙台地裁)

 2019.5 即時抗告⇒2019.7 抗告棄却

(仙台高裁)

 2020.7 本焼却強行(終了まで

7年かかる見通し)
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不作為の義務ナシ
受忍限度内



訴訟の争点

 ｢覚書｣｢申合わせ｣の改定
のないまま実施すること
は｢覚書｣｢申合わせ｣に違
反し、裁量権の逸脱又濫
用として違法な行為。

 人格権侵害

焼却による放射性物質の拡散

内部被ばくによる健康被害の
怖れ

日常的に危惧感・不安感を持
ちながら生活をせざるを得な
い

平穏生活権の侵害

13

「覚書」「申合わせ」については
次ページ参照



煙突からセシウムが漏れてることが判明

これまでの裁判ではリネン吸着
法，土壌測定値の分析，試験焼
却に反応する空間線量，セシウ
ム漏出の決定的な結果を示した
排ガス測定，尿検査結果が証拠
として提出されました。

これからはこれらによってひき
起される「内部被ばくによる健
康被害のおそれ」「人格権侵害
＝安心して暮らす権利（平穏生
活権）侵害」に移行します。

14

「覚書」: 最終処分場に関し組合と水利組合との間で締結(2009.11)

水質汚染のおそれのある重金属物質を含む廃棄物は一切搬入しない
「申合わせ」:ごみ焼却場開設に際し環境保全に関し組合(統合前)と岩出山池

月上宮行政区協栄会との間で締結(1989.9) 

ごみ焼却場の機能・設備等を変更する場合は地元住民に事前に
合意を得るものとする

7月25日の公判 裁判長が原告の証拠申出に難色 次回10月19日



Ⅰ.⑤ 除染土再生利用実証事業と埋立実証事業

再生利用実証事業

除染土(除去土壌)を再生資
材化

埋立実証事業

(最終)処分

 栃木県那須町

 茨城県東海村

 宮城県丸森町
 福島県飯館村長泥地区

農地造成、試験栽培

 福島県南相馬市

盛土

公共事業(道路、防潮堤、

海岸防災林など)

 福島県二本松市

農道の路床材として

⇒市民の反対で事実上撤回
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8,000Bq/kg以下の土壌を「資源」とみなす政策

除去土壌の再生利用

生活圏から集めた汚染土壌を生活圏へ戻す

莫大な金を投じた除染とは？

2022年8月4日 河北新報

10年間で4.8兆円 2021.3.23 東京新聞



Ⅰ. ⑥ 20mSv/年 帰還促進政策

 帰還困難区域の一部(特定復興再生拠点区域)相次いで避難指示解除

‘22年6月12日 葛尾村

’22年6月30日 大熊町

’22年8月30日 双葉町

来春の予定 浪江町、富岡町、飯館村

 解除の基準となる20mSv/年とは

・1mSv/年が公衆の年間被ばく限度 しかも平常時における「最悪の場合

の限度」

・チェルノブイリ法では1mSv/年超で移住権が発生し、5mSv/年超なら

強制移住・・・ウクライナやベラルーシに数段劣る施策

【参考】

※避難指示が解除されれば補償は打切

り

1mSv/年 0.23μSv/h

20mSv/年 3.8μSv/h
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 日本政府は国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年勧告を元に基
準を設定

 ICRPそのものは国連の機関などではなく、勧告についても科学
的根拠に乏しいとの批判がある

 日本政府はICRP勧告を恣意的、部分的に採用

18

ICRP 日本政府

平常時 年1mSv 年1mSv

緊急時 (参考レベル)

年100mSvの範囲
年100mSv

回復時 (参考レベル)

年1mSv～20mSv
下方の選択 代表
的な値 年1mSv

年20mSvで避難指示
解除
長期目標 年1mSv



Ⅱ. 放射性物質汚染対処特措法とは

 急場しのぎの特措法

 見直し条項無視

施行3年見直し ⇒ 議論もされず放置

 クリアランスレベルの80倍である8,000Bq/kg以下の放射性物質
を放射性物質として扱わなくていいとするレベル設定

原子炉等規制法のクリアランスレベル100Bq/kg。二重基準

 被ばく限度の二重基準

原子炉等規制法 年1mSv

特措法 年1mSv以上、20mSv未満を許容⇒帰還促進
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2011年8月30日
2012年1月1日全面施行



 濃度規制(排出絶対量の規制なし)

⇒希釈・拡散政策(トリチウム汚染水海洋投棄や混焼)20

薄めても燃やし
ても放射能はな
くならない

2022年8月5日 河北新報



 環境関連法未整備 (立法の怠慢)

・特措法に環境法制の見直し条項があるが不徹底

・環境基本法から放射能の『適用除外規定』は削除されたが

(2011.06 これで公害扱いとなったはずだが)、規制基準・

環境基準がない

・水質汚濁防止法、大気汚染防止法の『適用除外規定』は

外れたが、土壌汚染対策法はまだ

・日本の公害の歴史が生かされてない
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Ⅲ. 無力な行政(地方自治とは何か)
強権的な県知事 国・県に追従する自治体

 県知事の『一斉焼却』の掛け声

市町村会で「ごね得は許さない」と威圧的な発言(2016.11)

一部市町長の反対で頓挫

 形式的・形骸化する民主主義

合意形成の欺瞞・事実の捻じ曲げ

 自治体は国・県に追随するのみ。住民を守るという自治の基本
を失念(意識的無視？)

責任回避(責任所在のたらい回し)

 分断構図の利用

汚染廃棄物を農家の庭先に放置し、「保管農家が困ってる」

と焼却処分の口実に
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2020.1 大崎市鹿島台



Ⅳ. ほんとに原発はいるんだろうか？
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原発の審査・稼働
状況

2022年6月3日 河北新報

・「さらなる再稼働重要」
西村経産相 10基超めざす
(2020年8月13日河北新報)

・政府 7基追加再稼働
次世代原発建設検討
(2020年8月25日河北新報)

再稼働済み 10基

稼働中 7基(8月9日現在)

定期検査中
美浜3 、玄海3、高浜4

政策転換

可能な限り逓減

最大限の活用



 広範囲に及ぶ汚染

 いまだに続く山菜や水産物の出荷制限と出荷自粛

(宮城県) 原木シイタケ、たけのこ、こしあぶら、たらのめ、

ぜんまい、野生きのこ、原木なめこ、わらび、ヤマメ、

ウグイ、イワナ、ツキノワグマ、イノシシ、二ホンジカ

 健康被害 小児甲状腺がん

罹患率: 100万人に1～2人

11年間で38万人の子供たちから少なくとも約300人

福島県民調査検討委員会も政府も、被ばくとの因果関係を否定

⇒スクリーニング効果

過酷事故の恐ろしさ24

2020.10 鬼首・禿岳(採取)

ツキヨダケ 242Bq/kg

ヌメリダケ 1,990Bq/kg

2020.11 気仙沼(報道)

コウタケ 980Bq/kg

南三陸(報道)

コウタケ 580Bq/kg



 長期間続く汚染

 避難計画に実効性がない

女川原発再稼働差止め訴訟 11月28日結審予定

原発事故の多くは複合災害である

 多くの避難者

東日本大震災と東京電力福島第
一原発事故に伴う福島県内外へ
の避難者数

2012年5月最多 165千人

福島民報 2022年8月6日

25

物理学的半減期 Cs-137 30年 補足

補足



原発の抱える社会的弊害

 エネルギーの植民地主義

 大きな利権集団の存在

 多くの様々な分断を作り出す

建設時における賛成派・反対派による共同体の破壊

補償問題での線引き

 差別の温床

避難者の被った差別

 エネルギー転換への大きな妨げ

次世代原発の開発に再エネ開発に振り向けるべき予算が
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間違いだらけの国策
 福島原発事故から教訓を引き出せない愚かしさ

原発ゼロへの転換

核燃料サイクルへの固執

 年20mSv 帰還促進

 廃棄物処理政策

指定廃棄物の処理は当該指定廃棄物が排出された都道府県内で行うもの

とし(特措法 基本方針)、

8,000Bq/kg以下の汚染廃については焼却処分、農林地還元

(除染土の再生利用も)

27

放射能は処理できない 遠隔遮蔽保管し自然減衰を待つしか
ない。100年或いはそれ以上の長期
にわたり

「無主物」の追認
発生者責任逃れ

再処理工場 14兆円
26回目の完成時期延長
着工から30年たってもいつ完成するか
めどがたたない状況



国策民営がもたらす無責任体制

 環境法制の未整備

規制(排出)基準、環境基準もない

立法府の怠慢

 11年たっても特措法

 横着で傲慢な電力会社

国と国民を見下した態度 隠蔽体質

 国策民営で国も事業者(電力会社)も責任逃れ

 SPEEDI隠しに見える国家の体質 113億円の無駄遣い
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原発を止めきれない司法

 司法は行政に忖度(三権分立？)

再稼働差止仮処分や原発事故の国の責任を認める判決はあるが、
まだまだ例外的であり、さらにその数少ない判決も控訴審でひっ
くり返されている。
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2022年6月1日
毎日新聞

原子力

補足



地方自治の本旨からはずれた行政

 地方自治、民主主義が未成熟？

 地方自治体は国や県へ追従(団体自治)

「住民を守る」という地方自治のもっとも基本的な精神が
忘れられている

住民に対しおざなりな対応

 合意形成の歴史がない(住民自治)
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地方自治の本旨 「団体自治」と「住民自治」



おわりに

ロシアのウクライナ侵攻で原発が攻撃対象にされるようなことが行
われている。原発の平和利用の化けの皮が剥がれそのまま核兵器に
転化しかねない。絶対に許されることではありません。

一方、ウクライナ紛争は資源絡みで世界的な原発回帰の流れを作り
出しています。

日本も例外ではありません。いや、日本の流れは他の国より速く、
深いかもしれません。

福島原発事故から何らの教訓も引き出しえない日本の特徴なのか、
政官産学にはびこった利権集団の結束の強さなのか？

原発が存在すること、それ自体がわたくしの反原子力の原点なので
す。

放射能汚染というちょっと迂遠な切り口ですが、これからも関り続
けていくつもりです。

さて、原発回帰の流れにどう抗していくべきか？
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福島県の汚染廃棄物処理フロー

中間貯蔵開始後、30年以
内の県外最終処分までの
間、安全に集中的に管
理・保管する施設

前回の宿題



Ⅳ. ほんとに原発はいるんだろうか？
原発の審査・稼働状況 政策転換

 過酷事故の恐ろしさ

 原発の抱える社会的弊害

 間違いだらけの国策

 国策民営がもたらす無責任体制

 原発を止めきれない司法

 地方自治の本旨からはずれた行政

 おわりに

「ほんとに原発はいるのだろうか？」を、上記の視点から纏めるこ
とを試みましたが、力量不足もあり、殊に「司法」、「行政」のと
ころが、十分展開しきれなかったと反省してます。
本日の報告をきっかけに、これから先補強できればと願っています。

青字のところは
今回変更しまし
た

今日のお話し



放射能の半減期

スライドNo.25 補足
「過酷事故の恐ろしさ」
『長期間続く汚染』

カリウムによく似てい
る

化学的性質がカルシウム
によく似ている

環境省 HP

代謝により排泄
され半分になる
時間

物理的な減衰と
生物学的排泄の
両方により実際
に半分になる時
間



内閣府(女川地域原子力防災協議会)

「女川地域の緊急時対応(全体版)」
『8. UPZにおける対応』

スライドNo.25 補足
避難計画の実効性

PAZ: Precautional 
Action zone(予防的防
護措置を準備する区域)

UPZ: Urgent

Protective action
planning Zone(緊急防
護措置を準備する区域)

OIL: Operational 

Intervention Level 



注目の裁判

2022年7月14日 朝日新聞

国の責任を認めない判決
ただし、「三浦反対意
見」あり

13兆円の賠償命令

7月

東京高裁 6月6日結審
2023年1月18日判決
弁論再開を要求

スライドNo.29 補足
「司法」


