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平成 27年５月 20日（水）全員協議会 質疑応答 

 

【環境省に対する質問項目】 

１ 指定廃棄物管理の考え方について     質問１～４ 

２ 本市を候補地とした選定の経緯について  質問５～７ 

３ 施設の安全性について          質問８～10 

４ 風評被害について            質問 11～13 

５ 住民への説明について          質問 14 

６ 今後の予定について           質問 15 

 

 

１ 指定廃棄物管理の考え方について  質問１～４ 

質問１ 合理的な考え方に立てば、全国の指定廃棄物を福島にまとめる、あるいは住民へ

の影響を最大限回避するため、離島に集約させるという決断もあるのではないか。 

回答 御指摘のように、これまでもいろいろな場で、指定廃棄物について、福島県、例え

ば東京電力福島第一原発の敷地やその周辺に集約して処理すべきという意見をいただいて

いるところです。 

しかし、原発事故により最も大きな被害を受け、復興、帰還に向けた懸命な努力を続け

ている福島県に対して、他県の指定廃棄物を集約して引き受けるという負担をさらに強い

ることは到底理解が得られないと考えています。 

 このような考えのもと、これまでも、国会での議論などにおいては、総理や環境大臣か

ら、放射性物質汚染対処特措法に基づく国の基本方針において定められている、各県内で

処理をするという方針は、見直さない旨、お答えしています。 

また、指定廃棄物の処理に当たっては、施設を二重コンクリート構造にするなど堅固な

構造とするほか、搬入中及び搬入後も長期にわたって、きちんと管理していきます。 

 離島に集約すべきとの意見については、施設の建設に当たり、作業員の派遣や資材の搬

送を船で行う必要がありますが、離島では港湾施設や道路などの十分な交通インフラが整

備されているとは限りません。 

また、施設の建設作業や建設後の安全管理を行うために、多数の人員が現地に常駐する

必要がありますが、住居、電気、水道、ガス、医療設備など、さまざまなインフラが十分

整備されているとは限りません。 

仮に離島に集約した場合、例えば、万が一施設の補修をする必要が生じたとき、常駐す

る作業員だけで対応が困難な場合は、本土から緊急に現地に駆けつけることが困難と思わ

れます。 

したがって、総合的に判断した結果、現行の基本方針にあるとおり、各県ごとに処理を

進めることが適切であると考えています。 
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質問２ 茨城県では、分散管理の議論もあると聞いている。現在、指定廃棄物を一時保管

している松戸市、柏市、流山市などで引き続き継続保管することはできないのか。また、

複数設置することで想定外の事態が起こった場合のリスクは低くなるとは考えられないか。 

回答 千葉県内、現在、10市 18カ所で、合計約 3,700トンの指定廃棄物が保管されていま

す。このうち、御指摘のあった松戸市、柏市、流山市については、それぞれ 940トン、1,100

トン、580トンが清掃工場等において一時保管されています。 

これらの自治体ごとに保管されている指定廃棄物については、一時保管場所が十分に確

保できなかったことから、一部、手賀沼にある終末処理場において一時保管されていまし

たが、保管期限が来たことから、今年の３月までに、それぞれの自治体に指定廃棄物の運

び出しを終えたところです。 

 その後は、清掃工場建屋内や収集車の駐車場、倉庫などを現在の一時保管場所として用

いざるを得ない状況であると聞いています。長期にわたり一時保管を続けるような状況で

はなく、それぞれの自治体からも一日も早い長期管理施設の設置に向け、個別に切実な御

要望もいただいているところです。 

また、複数設置に伴うリスクについては、リスクを下げる集中した安全管理の実現や用

地確保といった観点から、県内１カ所に長期管理施設を１カ所造って集約して管理するこ

とが適切であると考えています。 

なお、茨城県においては、15 年後には放射性物質の濃度が１キログラム当たり 8,000 ベ

クレルを超える指定廃棄物が１トン未満となることなどから、茨城県の市町村長会議にお

いて「長期管理施設を県内１カ所設置する案」と「保管を継続して、指定廃棄物の放射能

の減衰を待ち、既存の処分場で処分する案」が並列で示されており、これらについて現在

検討中です。 

一方、千葉県においては、15 年後でも、放射性物質の濃度が 8,000 ベクレルを超えるも

のが 1,300トン程度残ると考えており、茨城県とはかなり事情が異なります。 

こうしたことから、千葉県においては、県内１カ所で集約して管理することが適切であ

ると考えています。 

 

質問３ 指定廃棄物による健康被害など、どの程度の危険性があるものなのか、放射線の

取扱基準を含め伺う。 

回答 千葉県で対象となっている指定廃棄物は、8,000ベクレルから約 70,000ベクレルで、

平均で１キログラム当たり 20,700ベクレル程度の放射能濃度を有しています。 

搬入中の概算については、施設から 10メートル離れた位置での年間の追加被ばく線量は

0.19ミリシーベルトとなります。これは、平成 23年６月３日に当時、原子力安全委員会で

出した見解である「災害廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」

の基準に基づく施設稼働時の管理の目安である敷地境界での累積追加線量である年間１ミ
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リシーベルトを大きく下回ります。 

搬入終了後には、上部のふたをすることにより、さらに遮蔽効果が高まり、施設付近２

メートルでも、年間の追加被曝線量は 0.0001マイクロシーベルトと大幅に減少するものと

試算され、これは通常の空間線量率計で計測できないほどの微弱な線量です。 

 

質問４ 千葉県を含め５県において、長期管理施設の検討がされているが、宮城県や栃木

県など他県の進捗状況と今後の見通しは。 

回答 宮城県については、昨年１月に栗原市、大和町、加美町の３カ所の詳細調査候補地

を提示しました。その後、環境省と３市町及び宮城県による５者会談や現地視察を行うな

ど選定経緯について地元に丁寧に説明を行い、同年８月には宮城県が主催する市町村長会

議を経て、知事から宮城県の総意として詳細調査を受け入れる旨の返事をいただいたこと

を受け、同年８月にそれぞれの詳細調査候補地において、文献調査や現地調査などの詳細

調査を開始したところです。 

現在、現地調査は中断していますが、今年４月には、宮城県全体の課題である指定廃棄

物の問題についての御理解を深めることを目的として宮城県民の方々を対象とした指定廃

棄物に関するフォーラムを開催しました。今月 28日に第２回目のフォーラムを開催する予

定であり、地元の方々の御理解を深められるよう、引き続き丁寧な説明を行っているとこ

ろです。 

栃木県については、昨年７月に、塩谷町の詳細調査候補地１カ所を公表して以降、市町

村長会議を２回開催した他、町からの御質問に回答するなど、地元との意志疎通を深める

ため、さまざまな取り組みを実施しています。 

また、今年の５月には、宮城県同様、栃木県民の方々を対象としたフォーラムを開催し、

県民の皆様の御意見、御質問に回答するなど、引き続き丁寧な説明を行う努力を続けてい

るところです。 

茨城県については、これまで開催した市町村長会議において、長期管理施設を県内１カ

所設置する案のほか、保管を継続して、指定廃棄物の放射能濃度の減衰を待ち、既存の処

分場で処分するべきとの意見も多く出されてきたところであり、今年１月に開催した第４

回市町村長会議において、両案について、現在、一時保管いただいている市町長で議論す

る場を設けることとされました。 

これを受け、本年４月に一時保管市町長会議を開催したところ、さまざまな課題も明ら

かになったことから、これらの課題について、実現可能性も含めて精査し、検討している

ところです。 

群馬県については、これまで２回の市町村長会議の開催などを通じて、長期管理施設の

設置に関しさまざまな御意見をいただいており、引き続き、県や市町村との丁寧な意見交

換を行っているところです。 

いずれの４県においても、引き続き、県や地元の方々に対して誠意をもって対応し、丁
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寧な意見交換を行いつつ、指定廃棄物の処理が進むよう努めてまいります。 

 

２ 本市を候補地とした選定の経緯について  質問５～７ 

質問５ 第４回市町村長会議において、選定手法の説明、確定がなされて以降、いつから

対象とする土地の選定を始め、どの時点で評価結果を出されたのか。なぜ、96 万人の市民

が住む千葉市に選定したのか。内部評価のみならず、外部評価も行ったのか。また、本市

がいつから本件を把握していたのか。この話を千葉市長にいつ打診したのか。市長からの

打診はあったのか。 

回答 千葉県における詳細調査候補地の選定に当たっては、昨年４月に第４回市町村長会

議において、選定手法を確定し、以降、環境省において、鋭意選定作業を進めてきました。 

その選定過程の内容については、千葉県においては、県内全ての土地を対象としている

ため、大変時間を要しました。 

本年４月に、選定作業の最終段階において、総合評価の結果、最高得点となった２カ所

の土地の所有者に対し、土地の利用状況等を照会しました。 

そのうち、１つの土地の所有者である東京電力（株）からは、当該土地について、「発電

所設備の建設工事等で生じた残土の置き場として使用しているが、基本的形状を変更して

利用する計画はない」という回答がありました。 

また、もう１つの土地の所有者からは、「現在使用中であり、また、今後も利用計画があ

る」との回答がありました。 

これらの結果を踏まえて、東京電力（株）千葉火力発電所の土地の一部を、詳細調査を

行う候補地として確定し、４月 24日に公表しました。 

また、選定に当たり外部評価は行っていませんが、選定作業にどのようなデータを用い

るかは、選定手法を確定する段階で公表し、また、作業過程においても、全てのデータを

原典と照合するほか、２社の業者により全ての選定過程を再現する作業を実施するなど、

選定結果の透明性や信頼性を確保しています。 

人口についての御指摘ですが、その選定手法では、特に私有地については、千葉県の指

導要綱に基づく立地基準を踏まえ、建物から 50メートルのエリアや都市計画法で定められ

た住居系及び商業系用途地域を除外するほか、安心の観点から、住居のある集落との距離

を考慮しました。いずれにしても、安全がしっかり確保できるよう、施設の設置、維持管

理に努めてまいります。 

なお、詳細調査候補地の選定において、千葉市に対して、打診や調整をあらかじめ行っ

たということはありません。逆に市長からの打診を受けたということもありません。熊谷

千葉市長に対しては、４月 24日に小里環境副大臣より初めてお伝えしました。 

 

質問６ 本市の当該候補地との比較ができなければ、候補地選定の妥当性を判断できない。

絞り込みの最終段階における候補地、上位 10カ所程度を示すことは可能か。 
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回答 今回公表した詳細調査を行う候補地以外の土地については、私有地である土地所有

者のプライバシーなどの問題もあることから、公表しないこととしており、御理解を賜り

たいと思っています。 

 

質問７ 他の候補地の情報は開示できないということだが、他の候補地との比較検討がで

きない状況で判断するのは非常に困難である。改めて、選定評価結果の未公表データの提

供を求めたい。 

また、絞り込んだ２カ所以外の候補地の点数について、決定的な違いは何であったのか。 

回答 私有地を含むため、その他の土地は公表しないという前提でありますが、改めて要

請があったので重く受けとめたいと思います。プライバシーの問題がありますので、どう

いった形なら可能なのか検討し、対応したいと考えています。 

 選定に当たっては、安全等の観点から除外すべき土地を除外し、かつ、必要面積を確保

できる土地を対象に、①生活空間との近接状況、②水源との近接状況、③自然度、④指定

廃棄物等の保管量の４つの評価項目をもとに、総合的な評価を行いました。 

最高得点となった２カ所とそれ以外の土地の間に、どのような差異があったのかについ

ては、一概に説明することは困難ですが、最高得点になったところは、水源との近接状況、

自然度で最も高い点数であるほか、生活空間との近接状況でも点数が高いことから、全体

として最高点となったものです。他の土地は、水源との近接状況や、自然度の点で差が生

じたものです。 

 

３ 施設の安全性について  質問８～10 

質問８ 候補地が臨海部であることから、地震による津波や液状化はもとより、高潮も懸

念されるが、この被害想定に関する考えは。 

回答 津波に関しては、確定した選定手法では、「千葉県津波浸水予測図において想定され

ている津波浸水区域」及び「東日本大震災における津波到達ラインより海側のエリア」を

候補地から除外することとしており、今回１カ所選ばれた詳細調査候補地は、これらの地

域ではなかったものです。 

なお、「千葉県津波浸水予測図」を作成するに当たって実施された調査の報告書によると、

1703 年の元禄地震等の巨大地震を想定しており、その際に生じる最大クラスの津波の高さ

は、東京湾口において 10メートル規模とされています。これをもとに予測される詳細調査

候補地周辺の津波の高さは、満潮位を考慮しても最大で東京湾平均海面より３メートル程

度とされています。 

また、内閣府が発表した「南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等の二次報告及

び、被害想定について」においても、千葉市内で想定される最大の津波の高さは東京湾平

均海面より３メートル程度とされています。 

今回の詳細調査候補地は、地盤が東京湾平均海面より４メートルほど高いところにある
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ことから、津波の影響は受けないものと考えました。 

しかし、例えば高潮が最大の津波と同時に発生するとか、非常に巨大な台風の影響など

によりまれなケースが起きれば、より高い波が到達することもありうるとの危険性は認識

しています。 

このため、選定経緯や施設の安全性等についての説明の努力を十分尽くした上でのこと

となりますが、今後行わせていただきたい詳細調査において、過去の気象状況などを把握

した上で、必要な対策工も含めて検討するなど、しっかり確認してまいります。 

また、液状化現象については、有識者会議において施設の構造物の設計、施工の段階で

対策を講じることで対応が可能であるとの結論をいただいています。 

このため、先ほど申し上げた詳細調査において、現地の地質や地盤構造などをしっかり

把握した上で、十分な対策をとってまいりたいと考えています。 

 

質問９ 放射性廃棄物の減衰期間と施設の耐用年数との関係を詳しく伺う。 

また、モニタリングや施設が劣化した場合の補修や更新、長期にわたる管理体制は十分

に担保されるのか。 

回答 放射性セシウムの半減期はセシウム 134で約２年、セシウム 137で約 30年。今回の

3.11 の事故で廃棄物中のセシウム 134 とセシウム 137 の存在比が同じで生じたと言われて

おり、全体としての放射性セシウム濃度は 100年で約 16分の１に減衰します。 

こうした減衰を踏まえて概算したところ、千葉県においては、事故後 15年経った時点に

おいても１キログラム当たり 8,000 ベクレルを超える廃棄物が約 1,300 トンあると見込ま

れていることから、長期間にわたり管理を継続していく必要があります。 

一方、モニタリングや施設については、これまで、放射線管理、地質、廃棄物処理とい

った分野の専門家から成る有識者会議において、議論を重ねてきました。 

施設は、二重のコンクリートで覆われた構造とすること、また、地下に埋設されたコン

クリート構造物は安定していることなどから、鉄筋のさびの発生を抑制する対策を講じた

上で、点検等の維持管理をしっかり行うことで、100年以上の耐久性を有すると考えていま

す。 

このように長期管理施設の維持管理を適切に行うことにより、健全性が長期間保たれた

施設の中で、廃棄物中の放射性セシウム濃度は減衰をしていきます。 

また、指定廃棄物の搬入中及び搬入終了後の数十年間は、第１監視期間として二重のコ

ンクリートの間にある管理点検廊において、直接コンクリートのひび割れの点検、劣化診

断を行い、施設の健全性を確認する予定です。その際、モニタリング機器を含めた施設の

補修などが必要な場合は、速やかに対応しつつ管理していきます。 

その後は、第２監視期間として、放射性セシウムの漏出を防止するベントナイト混合土

を二重のコンクリートの間に充塡するとともに、モニタリングによる監視を継続していき

ます。このベントナイト混合土層によって、放射性セシウムは施設外に漏えいすることは
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ないと考えています。 

また、これらの監視期間の具体的な考え方については、現在、有識者会議において検討

を進めているところです。 

 

質問 10 現在の候補地近辺には、幼稚園、保育園、小中学校が点在するなど、住民の生活

圏内を避けることができない状況であるが、施設の安全性はもちろんのこと、運搬・搬入

過程においても、その安全性は担保されるのか。 

回答 指定廃棄物の積み込み、運搬についても万全を期し、生活環境への影響を防ぎます。 

具体的には、車両に指定廃棄物を積み込む際、放射性物質が飛散、流出しないよう、容

器などに収納するほか、雨水が浸入しないよう遮水シートで覆います。 

搬入後の車両については、付着する土砂を除去した上で、空間線量率を測定し、問題が

ないことを確認します。 

また、運搬時には、指定廃棄物の一時保管場所から長期管理施設に至るまで、住宅街、

商店街、通学路などをできるだけ避けるとともに、混雑した時間帯や通学通園時間帯を避

けるよう配慮します。 

例えば、１年間 365日のうち、土日を除く 260日で運搬するとした場合、計画処理量 5,200

トンを 260日で割ると１日当たり 20トン。10トン車のダンプで６、７トン積載すると仮定

して１日に約３台分という規模感となります。 

詳細調査において、どのような追加的対策が必要なのかも含めて検討するなど、しっか

り確認したいと思っています。 

 

４ 風評被害について  質問 11～13 

質問 11 風評被害対策について、具体的にどのような考えか伺う。 

漁業者への対応について、土地評価の下落について、また 2020年東京オリンピックが本

市の幕張地区で開催される方向で進められているが、このことへの影響について伺う。 

回答 風評被害が起きることにより、非常にさまざまな影響を及ぼし得ることは重々承知

しています。 

風評被害を防止するため、まずは長期管理施設の必要性や安全性などについて、幅広く

丁寧に説明し、地元の方々をはじめ、広く国民に対して御不安や御懸念を払拭することが

重要と考えています。 

このため、これまで新聞広告や環境省のホームページ等を通じて周知に努めているとこ

ろです。 

今後も、指定廃棄物の安全な処理について御理解が得られるよう、地元の方々や広く国

民に対する情報発信を行うことにより、風評被害の防止に努めたいと考えています。 

 

質問 12 具体的な風評被害が認められた場合の対応策について、考えはあるのか。 
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回答 指定廃棄物の長期管理施設の設置により、万が一風評被害が生じた場合には、地元

自治体と御相談の上、連携して、国として可能な限りの対策を講じてまいります。 

 

質問 13 風評被害等の支援策に係る予算について、関係する各県への配分方法については、

どのような考えか。 

回答 これまで、市町村長会議等の場において、国に対して、指定廃棄物の長期管理施設

を設置する場合の地域振興策及び風評被害対策を示すべきとの御意見をいただいています。 

こうした地元の御意見に真摯に対応するため、平成 27年度予算において、指定廃棄物の

長期管理施設を設置する場合の周辺地域振興等のための事業を支援する予算として、５県

で 50億円を計上しました。なお、50億円は予算の枠として計上しているものであり、関係

する各県への配分方法は未定です。具体的な執行に当たっては、長期管理施設を設置する

地元自治体と御相談の上、地元の御要望にきめ細かく対応したいと考えています。 

 

５ 住民への説明について  質問 14 

質問 14 チェルノブイリなどの原発事故においての放射性物質については、特に子供への

影響が心配され、とりわけ小さなお子さんをお持ちの親御さんは大きな不安を抱えている

と思われる。保護者会やＰＴＡなど子育て世代への説明は十分になされるのか。住民に対

する説明については、開催単位、開催頻度、開催時期など、どのような形で開催されるの

か。１カ所の候補地を決めてからの説明では、納得できないとの声も出ると思うが、その

あたりを含めて伺う。 

回答 地元の方々におかれては、指定廃棄物の処理に対して御不安、御懸念をお持ちにな

り、御心配をされていることは承知しています。 

環境省としては、千葉県における詳細調査候補地の選定経緯や施設の必要性、安全性に

ついて、地元の方々の御理解が得られるよう、丁寧に説明することが何よりも重要である

と考えています。 

住民に対する説明会の開催単位、開催頻度といった具体的なやり方については、地元の

御意向を尊重しながら決めていきたいと考えており、議会や市当局ともよく相談し、でき

るだけ早期に実施したいと考えています。 

 

６ 今後の予定について  質問 15 

質問 15 今後、本件をどのように進めていく考えか。 

回答 今回の詳細調査候補地については、市町村長会議での議論を経て確定した手法に基

づき選定作業を進め、提示させていただいたものです。 

 地元の方々には突然の話であったと思いますが、選定経緯をはじめ、必要性、安全性な

どを丁寧に説明していくことが何より重要であると考えています。 

まずは、住民への御説明は早期に行いたいと考えていますが、今後のやり方について、
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議会や市当局の御意向を尊重して決めていきたいと考えています。 

 

まとめ 

議長 今回は、環境省からの初めての説明ということで、議会を代表して私から質問をさ

せていただいた。本日の説明や質疑応答により、新たな疑問やさらに踏み込んだ質問が必

要と感じた議員も多いと思う。そこで、改めて意見交換をする場を設けていただきたい。 

最後に、本市議会としては、今後、住民へ説明する機会を早期に設けていただきたいと

考えている。この件については、具体的な日にちをしっかりと明示していただき、早急に

検討いただき、近々に回答いただきたい。 

回答 ただいま議長より、大変重要な問題であり、非常に重いものをいただきました。 

環境省としては、選定経緯や施設の必要性、安全性などについて、住民により細かく緻

密に御説明をしなければならないと考えています。また、市民の代表である議会に対して

も、十分な議論ができるように、早急に調整させていただきたいと思います。 

一番大切なのは住民の御理解だと考えていますので、議会や市当局と日程調整をさせて

いただきながら、住民説明会をできるだけ早い時期に開催したいと考えていますので、御

指導、御協力よろしくお願いします。 

 


