
宮城県女川町災害廃棄物受け入れにかかる住民説明会会議録 

 

場 所： 柳泉園管理棟３階見学者説明室 

日 時： 平成２４年４月５日（木）１９：００～２１：３０ 

 

説明者： 東京都環境局廃棄物対策部一般廃棄物対策課長 今井 正美 

東京都環境局一般廃棄物対策課災害廃棄物処理支援担当係長 荒井 和誠 

柳泉園組合助役 森田 浩 

柳泉園組合総務課長 新井 謙二 

柳泉園組合技術課長 涌井 敬太 

柳泉園技術課主幹 大場 俊美 

清瀬市都市整備部長 黒田 和雄 

清瀬市都市整備部ごみ減量推進課長 門田 尚典 

西東京市みどり環境部長 金谷 正夫 

西東京市みどり環境部ごみ減量推進課長 小関 俊典 

東久留米市環境部長 西村 幸高 

司会者： 東久留米市環境部ごみ対策課長 佐川 公行 

≪説明会≫ 

１．開会 

司会者   定刻になりましたので、ただいまより、「宮城県女川町災害廃棄物受入れに関

する説明会」を開会いたします。 

本日は、ご多用中のところ、説明会にご参加いただきまして、誠にありがと

うございます。 

私は、本日の説明会の進行役を務めさせていただきます、東久留米市環境部

ごみ対策課長の佐川と申します。よろしくお願いいたします。 

本説明会は、今後、柳泉園組合で宮城県女川町の災害廃棄物を受け入れるに

あたり、受入経過や柳泉園での放射性物質等の測定結果の報告、宮城県女川町

の映像の視聴、質疑の場等を取らせていただき、女川町の災害廃棄物が安全で

あることをご説明させていただく場でございます。 

それでは、本日の説明会にあたりまして、柳泉園組合管理者であります馬場

管理者より、ご挨拶をさせていただきます。 

馬場管理者、よろしくお願いいたします。 

管理者   改めまして皆様こんばんは。本日は大変お忙しいところ廃棄物の受け入れに

関する説明会にお越しをいただきまして誠にありがとうございます。 

昨年の３月１１日に皆様ご案内のとおり未曾有の東日本大震災、こういった



ものが大災害となりまして、この発生から１年少しが経ったところであります。 

今回、岩手県、宮城県の両県では現在全力でこの大震災の影響によります災

害廃棄物の処理を行っているところでありますが、処理施設の不足で思うよう

に進んでいないのが現状であります。その量は岩手県で通常の約１１年分、宮

城県では通常の約１９年分にも達しております。 

特に宮城県女川町の災害廃棄物に関しましては推定で４４万４千トンに上り、

通常町内から排出される廃棄物の１１５年分に相当しております。このような

状況を踏まえ、宮城県女川町の災害廃棄物につきましては、昨年の１１月２４

日に東京都市長会、宮城県女川町、そして東京都及び宮城県の４者におきまし

て多摩地域の清掃工場で円滑に処理できるよう相互に協力することを合意した

ところでございます。 

この合意に基づきまして東京都市町村清掃協議会では検討を重ねてまいりま

して、柳泉園組合を含みます多摩地域の７施設におきまして災害廃棄物を受け

入れる方向で調整が行われているところであります。そして柳泉園組合につき

ましては本年の２月２０日に周辺自治会協議会におきまして一定のご理解を得

ております。１日も早い被災地の復旧復興のためには皆様のご支援、そしてご

協力が不可欠でございます。ぜひとも災害廃棄物受け入れにご理解賜りますこ

とを重ねてお願い申しあげまして本日の説明会、是非ともよろしくお願いした

いと思います。 

以上簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いし

ます。 

司会者   ありがとうございました。 

続きまして、東京都環境局廃棄物対策部一般廃棄物対策課の今井課長より、

ご挨拶をさせていただきます。 

今井課長、よろしくお願いいたします。 

今井課長  皆様こんばんは。東京都環境局廃棄物対策部一般廃棄物対策課長の今井と申

します。よろしくお願いします。 

皆様方には日頃より東京都の廃棄物行政にご協力いただきまして誠にありが

とうございます。先ほど馬場市長の方からもお話がありましたように、昨年の

３月１１日から１年経過していろいろとマスコミですとかテレビで放映されて

いる中、様々な映像が流れていますが、我々もこの３月から受け入れ開始にあ

たりまして毎週女川町の方に出向いて現地の情報を確認しているところでござ

います。 

本日はそういった現地の情報を皆様に的確に伝えたいと思っております。よ

ろしくお願いしたいと思います。 

司会者   ありがとうございました。本日の進行でございますが、配布させていただき



ました次第に沿いまして、進めさせていただきたいと思います。 

それでは次第の２、注意事項等でございます。 

説明にあたりましては、パソコンによる映像やＤＶＤを前方のスクリーンに

映し出しながら説明いたします。 

      説明が終了後、皆様からのご質問をお受けする時間を取ってございます。 

質疑につきましては、清瀬市、東久留米市および西東京市の３市に在住・在

勤の方に限定し、指名制の上、お一人ずつ行います。３市以外の方は質疑につ

きましてはご遠慮していただきますようお願い申し上げます。 

      なお、質問につきましては、ご参加いただいた多くの方からお受けいたした

いと思っておりますので、お一人１問か２問とさせていただきます。 

      説明会の終了時間は、午後９時を予定しております。 

説明会を円滑に進行するにあたり、皆様に注意事項を伝えさせていただきま

す。 

      はじめに、会場内におきましては、携帯電話をお切りになるか、マナーモー

ドに設定し、通話はご遠慮願います。また、会場内において、ちらしの配布・

撮影・録音・その他進行を妨げる行為につきましても、ご遠慮願います。 

  特に説明会の進行を妨げる行為を続ける方には、退出していただくこともあ

りますので、ご了解お願いいたします。 

  なお、本日の開催内容を記録するため、職員が後方より、写真を何枚か撮ら

せていただきますとともに、録音することにつきまして、あらかじめ、ご了承

をお願いいたします。 

本日は、都政新報・公明新聞・ＦＭ西東京・インディペンデントウェブジャ

ーナルによる取材及び収録が行われる予定になっております。 

      進行に支障のない範囲で許可しておりますので、あらかじめご了承願います。 

それでは初めに受付でお渡しいたしました配布資料の確認をいたします。 

  説明会資料として、全部で８点ございます。 

まず 1点目は、「宮城県女川町災害廃棄物受入れにかかる住民説明会次第」１

枚でございます。 

２点目は、「宮城県女川町災害廃棄物受入れ経緯について」７ページのもので

ございます。 

３点目は、「多摩地域清掃工場等の焼却残渣等の放射性物質（セシウム）濃度

測定結果」これはＡ４横１枚でございます。 

４点目は、東京都環境局からの資料で「資料１ 女川町災害廃棄物の受入れ」

これは６ページでございます。 

５点目は、同じく東京都環境局からの提供で「資料２ 宮城県女川町災害廃

棄物試験焼却放射能測定結果（概要）」Ａ３判１枚でございます。 



６点目は、「資料２－２ 宮城県女川町災害廃棄物における放射能測定結果

（平成２４年３月１日～３月１４日分）」１ページでございます。 

７点目は、参考資料として、「女川町災害廃棄物の清掃工場における受入れ」

１７ページでございます。 

そして、８点目、環境省が作成したパンフレット、「津波被害による岩手県・

宮城県の災害廃棄物の受け入れについて」でございます。 

資料に不足やページの乱れなどがございましたら、係員にお申し出ください。 

大丈夫でしょうか。 

それでは、職員のご紹介をさせていただきます。 

はじめに、先程ご紹介をさせていただきました東京都環境局廃棄物対策部一

般廃棄物対策課長の今井課長です。 

今井課長  今井でございます。よろしくお願いします。 

司会者   同じく一般廃棄物対策課災害廃棄物処理支援担当係長の荒井係長です。 

荒井係長  荒井でございます。よろしくお願いします。 

司会者   次に柳泉園組合助役の森田助役です。 

森田助役  森田でございます。よろしくお願いします。 

司会者   同じく総務課長の新井課長です。 

新井課長  新井と申します。 

司会者   同じく技術課長の涌井課長です。 

涌井課長  涌井でございます。よろしくお願いします。 

司会者   同じく技術課主幹の大場主幹です。 

大場主幹  大場です。よろしくお願いします。 

司会者   次に清瀬市都市整備部長の黒田部長です。 

黒田部長  黒田でございます。よろしくお願いします。 

司会者   同じくごみ減量推進課長の門田課長です。 

門田課長  門田です。よろしくお願いします。 

司会者   次に西東京市みどり環境部長の金谷部長です。 

金谷部長  金谷です。よろしくお願いします。 

司会者   同じくごみ減量推進課長の小関課長です。 

小関課長  小関です。よろしくお願いします。 

司会者   次に東久留米市環境部長の西村部長です。 

西村部長  西村です。よろしくお願いします。 

司会者   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

つづきまして、次第の３、柳泉園組合における受け入れ経過の説明を私の方

からさせていただきます。 

～添付資料 「宮城県女川町災害廃棄物受入れにかかる住民説明会」に沿って説明 ～ 



 

司会者   次に次第の４、柳泉園敷地内で行った放射性物質濃度等測定結果の報告につ

きまして、柳泉園組合の技術課長よりご報告をさせていただきます。 

涌井課長、よろしくお願いいたします。 

回答者   涌井でございます。よろしくお願いします。 

～添付資料「柳泉園クリーンポート焼却残渣の放射性物質濃度測定結果」に沿って説明 ～ 

～添付資料「柳泉園クリーンポート排ガスの放射性物質濃度測定結果」に沿って説明 ～ 

～添付資料「柳泉園組合敷地境界空間放射線量測定結果」に沿って説明 ～ 

以上でございます。 

司会者   ありがとうございました。 

続きまして次第の５、宮城県女川町災害廃棄物受入れについて、お手元の資

料をスクリーンに映し出しながら、ご説明いたします。 

説明につきましては災害廃棄物処理支援担当係長の荒井係長にご説明をして

いただきます。 

      説明の間、場内を暗くしますので、よろしくお願いいたします。 

      それでは、荒井係長、よろしくお願いいたします。 

回答者   それでは東京都環境局災害廃棄物処理支援担当の荒井の方から女川町災害廃

棄物の受け入れにつきまして説明させていただきます。 

      説明の流れにつきましては災害廃棄物受け入れ事業の仕組みと被災地宮城県

女川町から都内までの災害廃棄物の流れ、東京２３区清掃一部事務組合で実施

いたしました試験焼却または中央清掃工場の焼却の結果等について説明いたし

ます。 

～添付資料「女川町災害廃棄物の受入れ」に沿って説明～ 

      以上で東京都環境局の説明を終了します。どうもありがとうございました。 

司会者   ありがとうございました。 

続きまして、宮城県女川町のＤＶＤをご覧いただきます。これは、宮城県女

川町の災害廃棄物処理の困難な状況、現地での災害廃棄物の処理作業の他、女

川町長及び町民からのメッセージを収録したもので、１２分程度ご覧いただき

ます。 

～資料ＤＶＤ視聴～ 

それでは次第の７、皆様方からご質問、ご意見をいただきたいと思います。 

その前にお願いがございます。ご質問につきましては、お一人ずつお願いい

たします。その方のご質問にそれぞれお答えする形で進めてまいります。お手

を挙げていただきますと、私のほうからご指名をさせていただきます。なお、

冒頭で説明いたしましたが、清瀬市、東久留米市および西東京市の３市による

説明会のため、３市在住、在勤の方に質問を限定させていただきます。また指



名されましたら、おそれいりますが、お住まい又はお勤め先の町名をおっしゃ

っていただいた上で、ご質問をお願いいたします。例えばですけれども、東久

留米市本町在住です。質問、というような形でお願いします。 

多くの皆様からご質問、ご意見をいただきたいと思いますので、お一人につ

きまして、１問か２問、再質問はなしでお願いします。そして、本日は、大変

申し訳ございませんが、女川町の災害廃棄物受け入れについての説明会でござ

います。女川町の災害廃棄物に関する質問に限定させていただきます。今回の

趣旨とは異なる質問はご遠慮願います。ご質問が終わりましたら、一旦マイク

を係の者にお返しください。 

また、本説明会の終了予定時間は、午後９時の予定となっております。 

以上、皆様のご協力をお願いいたします。 

それではご質問されたい方は一旦人数の方を確認したいので挙手をお願いし

ます。 

ありがとうございました。 

それでは質疑の方に入りたいと思います。 

それではどうぞ。 

質問者   東久留米市の南沢在住です。今説明していただきました中に観測数値の説明

がありましたが、これは市民参加で行った結果なのか、それとも行政側のみで

行った結果なのか、確認したいと思います。今までの柳泉園の測定結果という

のははっきり言えばごまかしの資料が出てきているというようなことを経験し

ているので、それを確認したいと思います。数値をそちらで公表すればそれが

正しいということになっているのか、そうではないのか、一点目は、まずそれ

を確認したいと思います。 

２点目は、この会がどういう会なのか、説明すればそれで終わりということ

なのか、我々が賛成でも反対でも説明したからそれで終わりということなのか

質問したいと思います。それで先ほどの説明で周辺住民協議会と協議して大体

一定の評価を得たというような説明がありましたが、これが本当なのかどうな

のか、それを確認したいと思います。私の持っている資料とは内容が異なって

います。ですからそれをまず確認したいと思います。その２点です。 

回答者   女川町と東京２３区清掃一部事務組合、品川清掃工場ですとか大田清掃工場、

中央清掃工場等における測定についてですが、専門の測定機関に委託しており

ます。こちらの方は数値の正確性を証明する証明書に基づく測定数値でござい

ます。なお、被災地、現地においては先ほどのＤＶＤにもございましたように、

測定ですとか分別の箇所等におきまして、環境公社の職員が現地に常駐して、

それらの測定ですとか分別の状況等を確認して搬出しているところでございま

す。市民の参加ということではございません。 



回答者   柳泉園組合の分析測定結果でございますが、本日の資料４の焼却灰、それか

ら資料５の排ガスの濃度、これにつきましては先程、東京都が説明した内容と

まったく同じであります。分析機関に依頼をして測定してございます。それか

ら６ページの７月２５日と１１月２４日の上段の部分については分析機関に依

頼をした測定結果となります。１１月２４日の下段以降につきましては職員が

測定した数値でございます。市民参加ではございません。 

司会者   二つ目のご質問である説明会の趣旨についてお答えをお願いします。 

回答者   その前に地域周辺自治会の説明会をさせていただいた結果でございますが、

これにつきましては、今日、皆様方に説明させていただいた内容とほぼ同様の

説明をさせていただいた後、意見交換をさせていただいて、最終的には各自治

会の皆様の一団体ずつに最後の確認をさせていただいて、了解をいただいた、

一定のご理解をいただいたという風に私どもは考えております。 

それからこの会の趣旨でございますが、この会の趣旨につきましては、今、

お話しさせていただいた様な方向付け、まずはこの女川町のごみの取り扱いに

つきまして東京都の方で一定の見解を出しまして、その見解に基づきまして東

京都全体として協力するということ、それに基づいて三多摩における該当する

処理施設におきましても協力するということで、今回、柳泉園におきましても

いろいろな流れ、自治会への説明または議会での説明等を行いまして、その結

果を踏まえまして一定の方向が出たものですから、今回、この女川町のごみを

受け入れるということを前提といたしまして、説明をさせていただいていると

いうことでございます。一番の目的は３市の市民の皆様を対象とした説明会と

いう趣旨でございます。 

司会者   質問や発言につきましては司会より指名を受けてからお願いいたします。ま

た、再質問はなしという形でお願いします。 

質問者   周辺住民協議会で確認をしたという説明がありましたが、それは情報開示請

求を行えば開示されますか。その記録をしっかりと確認したいと考えています。

私が得ている情報ではそういうようなことはありません。違うことが書かれて

います。 

回答者   情報開示していただければそれなりの手続きはさせていただきたいと思いま

す。 

司会者   次にご質問のある方、挙手をお願いします。 

質問者   西東京市向台町から参りました。今日は第４回柳泉園組合議会定例会会議録

というのをプリントアウトして読みながら来ましたが、この第４回、第５回と

いうのがいつだったのか存じ上げませんが、第５回はまだ開かれていないのか、

なぜ平成２３年１１月２８日から更新されていないのか疑問に思いました。こ

れに基づきまして、本日の説明会というのを録音されているということでした



が、このような質疑応答を含めまして丁寧に文字起しをしていただけるのか、

またそれは半年後とかではなく、素早く公開していただけるのかというのが質

問の第１点目です。 

第２点目は、私は割と素直な性格なものですから、数値等を鵜呑みにすると

いうことを前提にいたしまして、その場合に、ごみをきれいに手作業で分別し

ているということが、そもそも論で合理的な話なのかということを非常に疑問

に思いました。世の中では私も含めて、放射能がかなりヒステリックな問題に

なっておりまして、そこへの回答のために大変丁寧に分別している、きっと安

全なんだろうと私は鵜呑みにしたとしても、大変安全なごみを、安全でとても

きれいに分別されたごみを東京に持ってくる、これが本当に被災地のごみを早

く片付けることになっているのかということに、非常に疑問を感じました。丁

寧すぎるのではないでしょうか。海の近くなので海を埋め立てるとか、防災林

を作るとかいろいろなことが言われています。それなのに、こんなにきれいに

ごみを分別していただいて、私たちはきっと安全、東京都民、西東京市の市民、

今参加している３市の市民の安全は確保していただいたと思いますが、これが

本当に被災者のためになっているのでしょうか。これで早く終わるのでしょう

か。その１００何年分かのごみを手で分別しているというのは冗談のようで、

本当に親切ですばらしい文明国かなと思いながらそう見ていましたが、あれが

美しき人助けになっているのでしょうか。私たちは放射能に対して、私もヒス

テリックな反応を示しましたし、ここにいる大半の皆さんもヒステリックな反

応を示していると思いますが、そこへの回答を丁寧に一生懸命されるというこ

とで、雇用対策になるからいいのかも知れませんが、人間が手でごみをより分

けていると、それを本当に皆さん感謝しているのでしょうか。もっと合理的な

方法はないのでしょうか。以上です。 

司会者   今、二つございました。 

回答者   本日の会議録ですが準備ができ次第すぐに公開をしたいと思っております。

１カ月程度はかかるかと思います。 

回答者   手選別の関係ですけれど、我々は一週間に一回は女川町の方に行っておりま

す。はっきり言って非常に感謝されております。いろんな町民の方ですとか町

役場に行っております。現実問題としてあの仮置き場の下は町民の皆さんの土

地、民有地であり、水産加工場の工場の土地でありました。それが下に埋まっ

ております。それを一刻も早く除去しなければならないということで、先ほど

それが合理的かどうかというような話になりますと、例えばそれをトラックや

船で、一定の検査もしないで持ってきていいかというと、それはまた今の状況

が放射能の関係等、当然皆さん心配されておりますので、先ほど言ったような

一定の放射能の測定をしながら安全性を確認して持ってきております。 



選別のことですけれども被災地でもリサイクルをしております。リサイクル

できるものはリサイクルしております。例えば建物を解体してコンクリートの

ガラが発生しますが、それは地元の方では今地盤沈下が１メートルくらい起き

ておりますので、そういった地盤沈下の埋め戻し材として使っております。先

ほどから防風林というようなお話もありますが、可燃性の木くずは防風林の土

台にはなりません。基本的にはコンクリートのガラですとかそういった不燃系

のものを使用します。可燃性のものにつきましては被災地でもリサイクルして

チップ化等を行っております。それでも処理をしきれないため、選別をした結

果、可燃性の物がどんどん溜まってしまうということで、それについて広域処

理をお願いしたい、それも宮城県女川町の方からは都内の清掃工場でお願いし

たいというような依頼がございました。 

当然都内の清掃工場では、皆さんがきちっと分別した可燃性の廃棄物を受け

入れておりまして、この柳泉園組合もそうですが受け入れ基準というのがござ

います。どういったものなら受け入れられるかという受け入れ基準というもの

がございます。受け入れる清掃工場の基準に合わせなければならないというこ

とで、可燃ごみ、不燃ごみをあのように手作業で選別をしているという状況で

ございます。以上です。 

質問者   合理性は考えていないということでよいですか。 

回答者   合理性につきましても一定のきちっとした選別ですとか測定をしなければな

らないということで選別をしているということです。 

司会者   次の質問の方をお願いします。 

質問者   東久留米市上の原でございます。高台ですので煙突がよく見えまして、今日

のこの風の方向はどっちかな等と本当に心配しておりますが、今の方のお話と

もしかしたら逆の話になるかもしれませんが、私は今日のビデオを見せていた

だきまして、実はインターネットで足立区や葛飾区のものがアップされており

ますので、そちらで視聴しまして今日は２度目になりますが、私は受け入れと

いう言葉がそもそも違うんじゃないかと思っております。基本的に申しますと、

日本の汚染地図を見てもわかるように女川町は少なくとも汚染されています。

まずそのように考えたいと思います。そこからのがれきですから程度の問題は

分かりませんが、必ず汚染されていると考えて今日のビデオを見たときに、あ

のがれきをあそこまで丁寧に選別なさっている作業員の皆さんの健康状態は大

丈夫なのか、あんまり細かく丁寧になさって被曝はされないのか、そして今申

しましたように汚染地図で女川町は真っ赤ではないですが、その次くらいの色

になっていますから汚染されています。そこにお住まいの皆さんは空気や食べ

物からすでに１００ベクレル、１００ベクレルという風に積んでいます。その

上であのがれきの山をきれいに整理する。そんなことをあの人たちにさせてい



いのだろうかと思うと、私も鬼ではないのでぐっときます。ですが、ここでお

気の毒だから東京で処理いたしましょうということにはなりません。基本的に

放射性物質が多少なりとも含まれている可能性がある場合は動かしてはいけな

いことになっていました。そして国は暫定基準値として８０００ベクレル以下

のものという基準値を定めました。これは暫定基準値です。ゼロではありませ

ん。本来放射性物質は限りなくゼロでなければならなかったはずです。８００

０ベクレルで進めた場合、今日も１００ベクレル、明日も１００ベクレル、１

００ベクレルを積み上げて、どこまで積み上げるつもりでしょうか。私はもう

構いません。ですが今日ご参加の皆さんには、おそらく小さいお子さんをお持

ち、実は私にも孫がおります。近隣に住んでおります。それも大変心配の一つ

です。そしてここまではちょっと心情を語らせていただきましたが、環境省が

要請書として全国の自治体に出した書面がございます。それには最後の方にこ

う書いてあります。「今後受け入れをお願いする災害廃棄物について変更がある

ことを申し添えます。」この変更とは何を指すのでしょうか。今日見せていただ

いた細かく砕いたあのホッパー以外のものと受け止めたら良いのでしょうか。

これが一つ目の質問です。 

続いて東久留米は水道水を荒川水系と多摩川水系、そして湧水が豊かな東久

留米ですから、東久留米の地下水を混ぜてブレンドして供給しています。所謂

その荒川水系や多摩川水系も心配ですが、東久留米の住民としては、この地下

水がとても心配です。「測った、測った」試験的に大田区などで焼却し、「測っ

た、測った」とおっしゃいますが。燃やして大気に放出されたものがストンと

真下に落ちますか？真下で測定しても意味がありません。それこそ話によりま

すと何百キロといいますから、そういう地点で最低何百という箇所で測定して

いただく必要があります。 

質問はこのお水のことで終わりますが、東久留米は柳窪小麦ですとか東村山

の柳泉園の近隣にはブドウ畑も広がっています。農家の方からの反応はなかっ

たのでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。以上です。 

司会者   以上の２点でございます。変更があるかないかということと農家の方からと

いうお話でした。 

回答者   まず環境省からの要請ということですが、東京都には来ておりませんのでそ

の辺の詳細につきましては、環境省が出した文章なので、これについてのコメ

ントを東京都が言及するというのは差し控えさせていただきます。都としまし

てはこの女川町の災害廃棄物は先ほど言いましたように、清掃工場の受け入れ

基準に合うものでなければ受け入れられないので、これはそれぞれの清掃工場

の受け入れ基準、又は放射能汚染対処特別措置法に基づきますと、今は８００

０ベクレル以下のものにつきましては通常の廃棄物処理法の中で通常の廃棄物



と同様に処理ができるので、その法律に基づいて処理をするということです。

皆さんのお手元の資料に、大田清掃工場、品川清掃工場に受け入れた災害廃棄

物を現地で計った放射能濃度がございます。これは今後月に１回測定していき

ますが、大田清掃工場ですと７１ベクレルキログラム、品川清掃工場ですと５

７ベクレル、中央清掃工場ですと４５ベクレルというような物質濃度のものを

運んでくるということです。この数値について具体的なご説明はしませんが、

そういった廃棄物を運んできて、通常の皆さんが排出されるごみと一緒に焼却

をします。それで先程の質問の中で、清掃工場の排ガスから拡散するというこ

とを話されました。残念ながら都内においても福島原発の影響がございまして、

２３区の清掃工場では昨年の６月からすべての清掃工場において焼却灰から一

定の放射性物質が検出されております。これは現実です。この柳泉園でも先ほ

どの資料のように検出されております。その一方、排ガスの測定値ですが、こ

れは東京２３区一部事務組合の清掃工場または多摩地域全部の清掃工場でも１

５０検体を超える検体がございます。これにつきましてはすべて不検出です。

したがいまして清掃工場の煙突からの拡散はございません。その中で焼却灰に

凝縮されているものにつきましては灰を薬剤処理をして飛散させないようにし

て多摩地域ですと日の出町のエコセメント化施設、２３区ですと都の管理する

埋め立て処分場の方に持っていって管理をしている状況でございます。皆さん

の周りにあるごみでも下水の汚泥でも同様ですが、そういったものを清掃工場

ですとか下水処理場のような終末施設に一度集めて、それを凝縮させて管理で

きる所で管理をしているというような考え方で進めております。以上です。 

質問者   この質疑応答のやり方は非常に不便だと思います。私が質問しました、お返

事いただきました、そのことについてどうしても納得がいかないという場合に

再質問はできないのでしょうか。 

司会者   できればたくさんの方のご質問をお受けしたいので、再質問などある場合に

は、各市もしくは柳泉園の方にもう一度お話しをしていただければと思います。

今回はたくさんの方にご参加いただいております。まずはなるべく多くの方に

質問していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

次の方いらっしゃいますか。 

質問者   水道水はどうでしょうか。地下水の件どうでしょうか。 

司会者   地下水の方は東京都で定期的に行っておりますが検出されていないというこ

とでございます。農家の方からの反応も特には今のところないとのことです。

地下水の方の影響につきましても東京都のホームページで公表されております。 

回答者   水道水の浄水場ですとか下水処理場につきましても、上下スラッジですとか

または下水の汚泥等を測定しておりますけれどもその汚泥等につきましては一

定の濃度が出ておりますけれども、そこから出る放流水につきましては不検出



という形になっております。 

回答者   東久留米市は水道局というのを持ってございません。ただし地下水につきま

しては不検出というデータをいただいております。また農家の方のご心配の声、

これにつきましては東久留米市ですと産業振興課が担当しておりますけれども、

定期的に東京都の方で測定し、現在のところ全く問題がないという状況でござ

います。それで農家の方からご心配の声、問い合わせにつきましても特にいた

だいておりません。 

司会者   次の方いらっしゃいますか。 

質問者   清瀬市の中里です。配布いただいた資料を確認しましたが、柳泉園のクリー

ンポート焼却残渣の飛灰のセシウム合計が３月１５日だと６９０と記載されて

います。女川町の飛灰は通常で２３００と資料に載っているので、ずいぶん高

い印象を受けます。これを持ってきて柳泉園で焼却するということになると、

数値が上がるということはないのでしょうか。私はそれが非常に心配で、さら

に排ガスの検査等も１カ月に１回のみということで、間隔が長すぎると感じま

す。燃やされる方としては毎時で測定していただくような体制を用意していた

だかないと非常に心配です。 

２点の質問ですが、震災がれきの３県の移動は認められていないと言われて

います。陸前高田の市長や南相馬市の市長は、震災がれきを欲しいと言ったの

に国が認めてくれなかったということですが、これを認めていない理由を教え

ていただきたいということと、他の有害物質の検査をされているのかについて

回答をお願いします。 

回答者   女川町の焼却灰の濃度の検査ということですが、これは昨年の９月に石巻ク

リーンセンターで実施しまして、通常が２２００で災害廃棄物を２０％混入し

た場合に２３００という結果を得ております。やはり女川町も、都内と同様に、

残念ながら福島原発の影響を当時受けて、その影響が残っているということで、

こういった焼却灰の中に一定の濃度の放射性物質が出ているということでござ

います。この焼却試験につきましては災害廃棄物を通常の市民の方から出され

るごみに混入した場合にどの程度変化があるかということを見ているところで

ございますが、災害廃棄物２０％を混入してもほとんど変化がないという試験

焼却結果ということでございます。女川町における濃度が柳泉園の濃度と比べ

て高いのではないか、大丈夫なのかということでございますが、こちらの方の

災害廃棄物を混入した濃度ですが、被災地の方の一次仮置き場、山のようにな

っているところですが、そこのところの可燃性の廃棄物をサンプリングして焼

却して出した結果ということでございます。それで今運んできておりますのが、

一次仮置き場や選別ラインで土砂を落としたり、木くず等に選別したものを持

ってきているということで、その濃度が先ほどの４５ですとか７１ということ



でございます。それを持ってきて焼却した大田清掃工場、品川清掃工場の結果

というのは、今までの区民から出されたごみを焼却した焼却灰の結果と災害廃

棄物を入れても大きな変化がなかったというような検証結果でございます。一

概に数字の比較というよりも、前の数値と現在の数値の変動があるかどうかと

いうことで、変化が生じないものを持ってくるということでございます。 

司会者   女川町の災害廃棄物に関する質問と限定させていただいている関係上、他の

質問に関しましては今回の趣旨と異なりますのであらためて柳泉園組合あるい

は３市の方にお声かけいただければそこでお答えいたします。 

回答者   他の被災地からの災害廃棄物につきまして、もっと欲しいところがあるので

はないか、ということですが、災害廃棄物の量や立地条件が各被災地によって

違います。女川町は女川町の状況、石巻市は石巻市の状況、陸前高田市は陸前

高田市のいろいろな状況があると思います。その中で女川町の廃棄物のうち可

燃性の廃棄物については広域処理をお願いしたいとのことで都内に受け入れて

おります。例えば南相馬市で防風林を作るということでございます。防風林等

につきましてはコンクリートのガラですとかそういったものを土台にして防風

林を作るということでございます。それぞれの被災地でも地盤沈下を起こして

おりますので、それにつきましてはそれぞれのところでリサイクルしているの

で足らないというような状況ということで私は聞いております。 

プルトニウム、ストロンチウムということですが、こちらのほうにつきまし

ては、文部科学省の方で昨年の９月に福島原発から１００キロ圏内のところ２

００か所でストロンチウムとプルトニウムの測定をしております。それで基本

的にストロンチウムですとかプルトニウムというのは比重が重いのでそれほど

遠くには飛ばないとされておりますが、確かに１００キロ圏内のところにつき

ましては一定の測定結果が出たということでございます。その１００キロ圏内

の２００か所のところで一番測定値が高いところ、そこにつきまして今後５０

年間そこに住んだ時にどのような影響が出るかということで試算したところ、

例えばプルトニウム２３８ですと５０年間の積算線量が０．０２７、ストロン

チウム８９ですと０．０００６ミリシーベルトといったような数値です。一方

セシウム１３４につきましては７１ミリシーベルトですとかセシウム１３７は

２０００ミリシーベルトというようなことで、プルトニウムやストロンチウム

の５０年間積算実行線量は非常に小さいことから、文部科学省は今後の被ばく

線量評価や除染対策においては、セシウム１３４、１３７の沈着量に着目して

いくことが適切であるとしており、災害廃棄物の処理に当たってはセシウム１

３４及び１３７をモニタリングすることとしている。そういった中で現在はプ

ルトニウム、ストロンチウムは、福島県県内では測定していますが、他のとこ

ろで、こういった災害廃棄物の処理につきまして測定しているところではござ



いません。 

質問者   アスベストとかヒ素とか六価クロムなどは測定されていますか。 

回答者   アスベストやヒ素ということですが、例えばアスベストというのはスレート

といった不燃物の中に、非飛散性のアスベストが含まれている可能性がござい

ます。そういったものにつきましては持ってこないような一定の選別を被災地

の方でしております。ヒ素等につきましては海底の堆積物の方に含まれている

可能性があるということで、土砂等につきましては先ほどの一部仮置き場で、

まずふるい選別機というものにかけ、そこで土砂等をまず落とすということを

しています。そのあとに手選別ラインの手前でトロンメルという廃棄物を中に

入れて回転式にごろごろ回す機械があります。そこでも土砂等を落とすという

ことで、仮にヒ素などが含まれる可能性があるものにつきましても、事前に土

砂等を手前で落としていくというようなことで対策をとっているところでござ

います。 

司会者   次の方いらっしゃいますか。 

質問者   東久留米市南町です。まず一つ伺いたいのですが、柳泉園で物を燃やす際、

このガレキ等を燃やす際に焼却炉として何度まで上げるのかということをまず

伺いたいのですが、わかる方いらっしゃいますか。 

回答者   特に災害廃棄物を焼却するからということではなく、通常大体平均で９００

度程度で焼却します。 

質問者   ありがとうございます。セシウムが気化する温度が６７１度です。こちらの

設備に入っているバグフィルター、これについて製造元の日本スピンドル製造

にこちらで電話して、放射性物質について吸着できるのかということをうかが

いましたが、メーカーとしては一切実証しておりませんので責任は持てません

という回答でした。その中でバグフィルターで捕獲できるものは設置状況によ

るようですが、だいたい１マイクロメータから１０マイクロメータの物質とい

うことでした。なぜこれだけ幅があるかというと、要は長く使えばフィルター

の目が詰まってくるので、そこの部分で１マイクロメータのものまでは補修で

きるとのことでした。それではセシウムはどうなのかということですが、６７

１度で気化したときに０．１マイクロメータ、地表に落ちてくる場合１マイク

ロメータくらいになるということになりますが、このことについて柳泉園とし

てはどう考えているのでしょうか。また先程１５０の検体があるということで

したが、新品のバグフィルターを装着して測定するようなことはしているので

しょうか。当然長く使用していれば入れ替えるわけですから、そういった試験

も必要と思いますがいかがでしょうか。 

回答者   セシウムは６７８度、これは沸点です。融点は２８度ですね。それで、柳泉

園の施設だけではなくどちらの施設も一緒ですが、バグフィルターの手前では



１５０度に減温をしていますので、１５０度の状態でバグフィルターに掛かる

ことになります。ですから沸点の温度の状態でバグフィルターにガスが通過す

るわけではございませんので、バグフィルターで基本的には捕集することがで

きます。その結果先ほどの測定結果のとおり不検出ということになっておりま

す。 

質問者   メーカーの説明ですと、１マイクロメータ、実際に気化しているものという

のはほとんどが０．７から８くらいのものとのことですがいかがでしょうか。 

回答者   柳泉園のバグフィルターはお話しのとおり日本スピンドル製造の製品でござ

います。その会社の方がおっしゃったということでございますが、日本スピン

ドル製造としては放射性物質が含まれたものを捕集するというような実験は当

然されていないでしょう。通常ありえないものを測定するという実験をするこ

とはありませんので、日本スピンドル製造だけでなく、どこの会社でもされて

いないはずです。ですからその結果として今おっしゃったような内容の回答が

あったはずですが、現実的には柳泉園組合のごみも残念ながらすでに放射性物

質が含まれております。焼却灰、飛灰からは検出されております。その焼却灰、

飛灰がある一定程度検出されている状況においてもバグフィルターからは検出

されておりませんので、結果としてバグフィルターで捕集はできていると、そ

ういうことになります。 

質問者   先ほどお話ししたように、バグフィルターの部門の方から１マイクロメータ

から１０マイクロメータまで幅が広いため、初期で設置した場合は大体１０マ

イクロメータのものくらいしか取れませんよ、という回答を言われています。

このことについてはどうなんでしょうか。 

回答者   どのようなお話しをお聞きになったかわかりませんが、私どもも同じように

聞いておりまして、日本スピンドル製造のバグフィルターについては新品の状

態で２．５マイクロメータというような回答を得ております。 

司会者   それでは次の方の質問に移りたいと思います。 

質問者   私西東京市の泉町の方から参りました。まず今回この女川町のごみを処分す

るにあたって自治体の方に国の方から助成金が出ていると思いますが、実際に

どの程度の金額が出ているのかということを教えていただきたいと思います。

それから２点目、助成金がもし出ているのであればその助成金は我々の税金か

ら出ているものになります。我々はごみを処理していただくにあたってお金を

取られております。ごみ代、ごみ袋代としまして西東京市は結構高いなと思い

ますが、東村山市とかに比べるとオッと思うくらい、最近はちょっと下がりま

したが、結構家計に響くくらいのごみ処理代を私たちは取られております。そ

れについて、我々は何の還元もされないのでしょうか。私は子どもが２人おり

ますが、子どもたちはこの放射能の危険にさらされております。毎日食べるも



の、飲むもの、学校へ行くことに対して親の方が心配をしているのは仕方ない

と思いますが子どもを持つ親にしてみると気が気ではない、生きている気では

ありません。わかりますかこの気持ち。本当にあと３年後に自分の子どもが白

血病になったら、癌になったら、自分が子どもよりも先に死ぬのは当たり前で

すけれども、まだ小さい幼子を残して先に自分が死んで主人も死んで子どもが

路頭に迷ったらと本当に真剣に怯えております。この気持ち理解していただけ

ますでしょうか。そのくらい子どもの命は大切です。なぜならばこれから前に

いる方々の方が私より先に老人になられると思いますが、その老人になられた

あなた方を支えるのは我々の子どもです。その子どもが次々に死んでいく、ベ

ラルーシで何が起こっていたかご存知ですか。今、柳泉園で燃やされるのは構

いません。でも柳泉園だけではありません。東京の中でいくつもいくつも災害

がれきを燃やされたら、大気中の汚染はどのくらいになるのでしょうか。本当

に考えているのであればやめて欲しいと思います。それが切実なる訴えで今日

この場に参加させていただきましたけれども、あまりいい意見交換ではないな

と思いますので、私は簡単に国からの助成金が出ているのであれば、我々の税

金なのでその使い道をきちんと明確にしていただきたい、また西東京市の方も

自治体としていくらか受け取るのであれば市民のお金なのでどのように我々に

還元されるのか、もしくは全くされないのか、されないのに被曝をさせられる

ということをはっきりとおっしゃっていただきたいと思います。その２点お聞

かせいただければと思います。 

回答者   この災害廃棄物の処理に関して助成金、国からの補助金ということでござい

ますけれども、まず皆さんに配布した東京都の資料の１ページ目と２ページ目

に女川町の災害廃棄物の流れというのがございます。こちらの方にございます

けれど、災害廃棄物の搬出者としての責任は被災地にございます。搬出者は被

災地ですので被災地が責任を持って処理するということですけれども、それが

被災地の方で処理しきれないので、こういった広域処理ということで東京都内

の自治体にお願いするということでございます。今回の場合は２ページ目の女

川町が宮城県に事務を委託しまして、処理について都内の方に依頼が来ており

ます。この経費としましてはそれぞれの自治体の処理手数料というのが決まっ

ているかと思います。これは災害廃棄物を受け入れる場合に限った事ではなく、

通常の廃棄物の持ち込みについても、清掃工場で受けるときに受入手数料を払

います。この処理手数料を基本として災害廃棄物の運搬ですとか、処理の手数

料を被災地が負担するという形になります。 

質問者   女川町が払うということですか 

回答者   女川町というか、この場合は宮城県となります。 

質問者   宮城県にそれだけの財政があるということですか。 



回答者   宮城県が支払ったこの処理経費分は国の方が補助をするという形になってお

ります。 

質問者   それはおいくらですか。一応予算額は決まっていると思いますが。 

回答者   予算と申しますか、清掃工場での処理経費は、多摩地域の受け入れですと、

１トン当たり２万５千円というような受入手数料で処理をするというようなこ

とになっており、その分が支払われるというような形になります。処理した分

が支払われるという形になり、それを宮城県が支出します。それを国の方が補

助金として負担するという形になります。 

質問者   それを受け入れなければその２万５千円は必要ないということですか。 

回答者   受け入れなければ２万５千円の手数料は不要ということになりますが、それ

を被災地の方は何らかの形で処理をしなければならない。しかし被災地の方で

処理ができない、広域処理を都内の清掃工場でお願いします、というような要

請がありましたので、先ほどの東京都の資料の１ページ目の処理フレームの中

で処理をして行くことになります。 

質問者   西東京市のことも伺いたいと思います。危険にさらされてごみ代を払うのは

納得がいかないので。 

回答者   西東京市に関する今回の処理費用については、柳泉園に国が負担して宮城県

から交付されるということですので、収入としては西東京市には一切入ってき

ません。 

司会者   次ご質問ある方いらっしゃいますか。 

質問者   西東京西原からきております。とても不思議なのですが、東日本大震災前、

原発事故前はＩＡＥＡ基準というのがあって、１キログラム当たり１００ベク

レルを超える場合は特別な管理下に置かれて低レベル放射性廃棄物として閉じ

込めてきたはずです。ところがなぜか震災後その基準が８０倍に跳ね上がった。

１キログラム当たり８０００ベクレルまでＯＫ、この基準で広域処理を始めて

しまっているわけですが、これをについて安全だという根拠もないまま、今ば

らまき始めてしまっています。薪ストーブの灰の放射線というのは高度に濃縮

されているものが検出されて今問題になっています。薪を燃やさないように報

道、指導しているにもかかわらず、災害廃棄物は燃やしてもいいのでしょうか。

ベラルーシでは薪ストーブを小さな原子炉と呼んでいるそうです。こういった

矛盾は本当に理解ができません。また、女川町は一番ひどい被害を受けていま

す。津波が町をほとんど壊滅状態にした、助かったのは高台にある一部の地域

だけです。がれきが復興の妨げになっているとおっしゃいますけれども、津波

で壊滅された地区に、もう一回住民達に家を建てさせるのでしょうか。今でも

地震がある度に津波情報が出て皆怯えているような状況ではないでしょうか。

そこのがれきが邪魔で復興ができません、とおっしゃいますが、大地震が来れ



ば必ず津波が来るとわかっている場所へもう一回町を作り直しますか、何度同

じことを繰り返させるのでしょうか。そのがれきが復興の妨げになっていると

いうような論調は国民に情緒的な圧力を加えているだけだと思います。あそこ

に町をもう一回作って、もう一回地震が来たらどうなるのかとても疑問です。

放射性物質というのは拡散させずに１か所に集めて封じ込めて安全に管理をす

る、これが世界の鉄則です。一度拡散してしまったら集めることは不可能です

ので、これをよく考えていただきたいと思います。子どもたちの体がどうなっ

てしまうのか、実は私１年前から被曝症状が続いています。今甲状腺が腫れて

きています。これで例えば放射性物質がこれ以上空中に増えてきたら、もしか

したら窒息で死ぬかもしれないと思っているくらいです。自分は構わないけれ

ども子どもたちの体にどんな影響がこの先出てくるのか非常に怖いです。なぜ

ここまでして日本中にがれきを拡散するのか、がれきって言い方はいけないん

ですけれどとても不思議です。説明会についてですが、これ一回きりでなくも

っともっと多くの市民に説明をしていただきたいし、こういった機会は何度で

も設けていただきたいと考えております。以上です。 

司会者   災害廃棄物は燃やしてよいのか、ということが１点でよろしいですか。 

質問者   薪を燃やすなと言っておきながら災害廃棄物はなぜ燃やしているのか、１点

です。 

回答者   まず、１００ベクレルというような数値があったではないかということです

が、通常自然界にはあるものを除いて、こういった事故によって放射性物質が

身近に影響を与えるというようなことがなかった時には、これは原子炉等規制

法という原子力発電所を解体したときにその廃棄物が発生してしまうが、その

廃棄物が１００ベクレル以下ならば放射能は全く関係なくリサイクルができる

というようなレベルとされていました。通常の生活の中でリサイクルができる

というクリアランスレベルというのが１００ベクレルという濃度でありました。

都の資料の１ページ目の事業フレームというのがありますが、その中でも一番

右側の方にリサイクル事業者というのが載っております。都内の清掃工場や民

間の破砕処理施設のほかにも、リサイクル事業者というのが載っております。

こちらの方は当初想定していたのが１００ベクレル以下でしたら、例えばこう

いった木製のチップなどは木版ボードとしてリサイクルができる技術を持って

おりますので、１００ベクレル以下でしたらリサイクルができる事業フレーム

にしておりました。ですから今回女川町から持ってくるのは４５ベクレルです

とか７１ベクレルまたは５７ベクレルということで十分クリアランスレベルを

満たしており、この事業フレームでは仮にリサイクルができればリサイクル事

業者のリサイクルとして回せるような木くずとなります。ただ今の状況ですと

放射能の関係で、リサイクルに回せないというような状況なので、焼却をして



いるというようなところでございます。焼却していいのかということになりま

すが、焼却するにあたって皆さんが非常に心配されているのは、煙突からの拡

散だと思います。このため、災害廃棄物受け入れ焼却施設の条件ということで、

焼却するにあたっての排ガス処理への対応として通常の廃棄物処理法の中でも

っとも排ガスの基準が高い１００トン以上の処理能力やバグフィルター等の排

ガス処理設備などのある施設で焼却をするということでお願いしているところ

でございます。これは民間の処理施設でも同様です。災害廃棄物の受け入れに

あたっては、安全に確実に処理ができる、こういった条件で各自治体の処理施

設にお願いをしているところでございます。 

質問者   しかしメーカーからはバグフィルターでは放射性物質を除去できないと回答

を得ているとのことでした。結局、放射性物質はバグフィルターから漏れてし

まうのではないでしょうか。 

回答者   放射性物質が漏れてしまうかということですが、何度も繰り返して申し上げ

ておりますが、昨年の６月の段階で江戸川清掃工場の焼却灰から１万２千ベク

レルの放射性物質が検出されたというような状況がございました。それを端に

都内の全ての清掃工場で、排ガス等を測定してもらっております。都内におい

て放射性物質の影響が出ているということですが、現実問題としてそういった

ような事態は今までなかったことですから、東京都としましても非常に心配は

しておりました。６月に廃棄物資源循環学会のタスクチームの焼却試験で、一

定の試験結果は出ておりますけれども、実際にどうなのか、排ガスからはどう

なのか、やはり排ガスからの拡散が一番皆様に直接影響するわけですから。そ

の中で今まで何回も申しあげているように、全ての清掃工場で、２３区の清掃

工場ですと、すでに１３０検体、１カ月に１回は測定しておりますので、都内

の清掃工場、多摩地域の清掃工場においても定期的に測定して、全て不検出と

いうことでございます。したがいまして煙突からの拡散はないということで

我々は確信しているところでございます。 

司会者   次のご質問の方どうぞ。 

質問者   周辺自治会の者です。周辺自治会で２月２０日の周辺自治会協議会にて災害

廃棄物の受け入れを説明し一定の理解を得て合意とありますが、私たちは約１

５、６人出席しましたが、一定の理解を得て合意はしていないはずです。皆さ

んによく聞いて欲しいのですが、一定の受け入れに関する説明したということ

で、一定の理解を得て合意はしていないのでこういう書き方をしないで欲しい。 

回答者   先ほどご答弁させていただいた通り、一定の受け入れのお話をさせていただ

いた後に、改めて各団体の代表者の方によろしいですねというような形で一団

体ずつに回答をいただいているという風には受け止めております。 

質問者   自治会の長たる人は会社に勤めているだけで、それはおかしい。周辺のその



ために私たちは出ているわけですから。そういうインチキな手法に聞こえます。 

回答者   再三お答え申し上げておりますが説明させていただいて、その場で一方的な

説明で終わりにしたくなかったものですから、改めて最後に、各団体の会長様、

例えばある自治会では会長様、副会長様なりが出席されていらっしゃいました。

それであらためて柳泉園の方から皆さん１団体ずつによろしいですねというこ

とで確認をさせていただいて、それで終わったということです。 

司会者   今、一団体ずつ確認を取り、そこで特に反対の意見はなかったということで

お話がありました。先ほどお答えした通りこの周辺自治会協議会の議事録は公

開いたしますので、そちらをまずご確認いただきたいと思います。 

回答者   時間がないのに、再三、同じ答弁で大変申し訳ないのですが、私が最初お話

しさせていただいた通り、説明させていただいた後に、１団体ずつの方に改め

て、当日の趣旨、柳泉園としてはごみの焼却に協力しますということで考えて

おりますと、それについてどうですか、よろしいですか、ということで一団体

ずつに確認を取らせていただいておるということでございます。周辺自治会協

議会の席上で、最後にそのような形で確認を取らしていただいたと柳泉園組合

では考えております。 

質問者   あなた方が初めて説明したのに自治会として見解が出せるのか 

司会者   助役の方からお話しあった通りでございます。議事録の方は後日お出しする

という形になっております。 

回答者   柳泉園の今までの広域支援、これは今回は特別に災害地のごみの広域支援で

ございますが、今までいろいろな形で他団体の広域支援を行っております。最

近では小金井市のごみを受け入れるということもいたしております。そういう

際に地域住民と地域の自治会の方と協議会を設けております。もし他団体のご

みを広域支援として柳泉園が焼却する場合には、柳泉園が勝手に事前に決めな

いで皆様方に相談して、皆様方の合意を得てから初めて燃やしましょうという

ことで今まで進んできておりました。ですから今回もそれと同様の趣旨で同様

の形で対応したということでございます。 

司会者   他の質問がある方いらっしゃいますか 

質問者   東久留米市金山町です。二つ質問があります。一つは排ガスについてです。

資料の５ページの排ガスの放射性物質濃度測定結果で、先ほど下限値が２ベク

レルパーリューベということでしたが、不検出であってもゼロではないかもし

れないということだと思います。１時間当たり何立方くらい排出されているの

か具体的な数値がありましたら教えていただきたいということと、１日何時間

週に何日稼働しているのかということで、排ガスについて教えていただきたい

と思います。もう一つ、私も被災地のがれき処理は早く進んでほしいと願って

おりますが、今の状態では進めていくのはやはり危険なのではないかと思って



いるところです。と言いますのは、３月２６日に広域処理に反対する市民団体

が環境省と集会を行いました。そこで環境省は放射能の知見もなければがれき

全体の汚染状況も把握していないと公言しました。この発言は正直に言ってし

まったものなのか、何か責任逃れの構図を作り始めているのかどうか私にはわ

かりませんが、東京都や東久留米市、柳泉園側からは、安全性は環境省のお墨

付きということで住民に説明されておりますが、その環境省が放射能の知見は

ないですと今回発言してしまった以上、もう説明を受ける住民も納得すること

は無理ですし、今日一生懸命説明してくださっている皆様も相当なストレスな

のではないかなと思っております。今日は住民に説明する側と聞く側が対立し

ているような形になっていますが、そう言うまでもなく、国がこういう発言を

してしまったので、皆様から国の方へこのような発言をする状態では安全性を

説明することなど到底できないと、困りますとお伝えいただければよろしいか

と思いますがいかがでしょうか。この二つについてよろしくお願いします。 

回答者   排ガスの件でございますが、今分析のデータを取りに行っておりますので後

ほど報告させていただきます。方法としましては環境省が提出されています放

射能濃度等測定方法ガイドラインに準拠してございます。 

回答者   環境省の放射能に関する知見ということでございますが、環境省の発言につ

いて我々がコメントするようなことはございません。ただ環境省が云々という

前に、東京都としましては先ほどの事業フレームを作ってまず４月の最初から

被災地の方に出向きまして、阪神淡路大震災の時もそうでしたが、やはりこう

いった大震災の時は広域処理が必要だということで、５月の段階でこの事業フ

レームを作って、被災地の支援ということで進めてきたところでございます。

それで先ほどお話しましたが、６月に都内の清掃工場でも放射能の影響がある

ということで、都内においてもこの先どのような形で対応するかということで

不安はありましたけれども、東京都として、災害廃棄物というか廃棄物の処理

に関しての知見は旧清掃局の時からずっと持っております。私もそうですがそ

の廃棄物処理に関しての知見なりノウハウは持っているつもりでございます。

その知見といいますか、廃棄物処理に関しての放射能の対応といいますか、こ

れにつきましても６月の焼却灰から一定の濃度が出た段階から、対応といいま

すか、先ほどの焼却施設についての基準ですとか、またはどのような形で測定

していくかですとか、放射能管理マニュアルを作りながら対応してきたという

ところです。都としての廃棄物処理に関しての放射能対応に関するノウハウ、

一定のデータ、知見というのは持っているつもりでございます。 

司会者   続きまして先ほどの資料が届きましたのでそちらの説明です。 

回答者   すみません、お待たせいたしました。先ほどの測定の関係ですが４時間で３．

５立方メートルでございます。稼働につきましては焼却炉、１日２４時間で１



０５トンのごみを焼却できる焼却炉、３炉ございまして、１炉は予備炉でござ

いますので、通常は２炉運転しております。その炉ごとに稼働する日数という

のは異なっております。通常２炉で運転をしているということでございます。 

司会者   他に質問があるかと思います。終了時間すぎておりますけれども、質問者を

あと二人に絞らせていただきたいと思います。 

質問者   西東京市の柳沢から参りました。いくつかちょっと確認と聞きたいこともあ

ります。まずこの廃棄物につきましては国がやることではなくて地方自治体の

業務だと思います。それで国が要請したからといってそれを全て受け入れなけ

ればいけないというわけではないと思います。そこに自治体の主体性というも

のがあると思います。それで東京都は受け入れるということにしておりますけ

れども、受け入れていない自治体もあるわけです。また東京都が受け入れると

いったレベルと柳泉園でこれを受け入れるか受け入れないかというのは、ここ

でまた一つの判断があると思いますが、この判断はどこでするのでしょうか、

だれが決めるのか、今日はそちら側、柳泉園側が受け入れたいという説明会と

いうことですが、単なる説明会です。私はこのがれきの受け入れについては反

対の意思を持っております。ではその決定はどこでどういうレベルでなされる

のかということを教えていただきたい。それからもう一つは、先ほどどなたか

が１００ベクレルの話をなさいました。国際的基準の話で、お答えになったと

きにそれはリサイクルの基準だという風におっしゃいましたが、それは話をご

まかしているように私には聞こえました。というのは、１００ベクレルを超え

る場合は特別な管理下に置かれて、低レベル放射性廃棄物処分場に封じ込めて

きたというのがクリアランス制度だということだと思います。今回それが８０

００ベクレルに国が変更しました。この８０倍にもなってしまったこの差を、

先ほど国とは別に東京都は判断基準を持っているとおっしゃいました。今まで

の廃棄物に関する知見があるとおっしゃっていましたが、その国の８０００ベ

クレルに対して東京都の知見として８０００ベクレルを受け入れる根拠という

のはどういうものなのか教えていただきたい。１００ベクレルから８０００ベ

クレルというのは国際的には低レベル性廃棄物処分場で厳格に管理されている、

国際的にはそういうレベルだということです。そのことについて、例えば私は

今徳島県のホームページに載っているものを見ていますが、徳島ではそういう

ことを明示して、県内の健康とか安全とかを守れないのでその放射性廃棄物は

拡散すべきでないということで、放射能を受けた震災がれきは国の責任で国に

おいて処理すべきであると政策提言して、受け入れてないということを言って

います。私はこの徳島県の判断は非常に素晴らしいと思います。柳泉園でもこ

ういう判断を是非していただきたいし、今日の会の趣旨は何なのか、その決定

がどこにあるのかということをご説明いただきたいと思います。 



管理者   まず意思決定についてということですが、これはお手元にある宮城県女川町

災害廃棄物受け入れの経緯についてというところの２ページからご覧になって

いただけたらと思います。この決定についての経緯として、まず７月２５日に

東京都市長会にてこの三多摩全ての総意として災害廃棄物の受け入れを行って

いくということで、市長会において合意形成がございました。その次の段階と

して２ページ目の２３年１１月２４日に、そういった市長会、三多摩２６市全

てで支援するということが市長会での合意になりましたので、この宮城県女川

町と東京都市長会これは２６市の市長会と東京都、宮城県と都道府県レベルと

市町村レベル、そういったとことで基本合意書が交わされております。この基

本合意書が締結されたことをもちまして、宮城県女川町の廃棄物を受け入れる

にあたって、この柳泉園組合としては構成する３市、東久留米市、西東京市、

清瀬市の三市長を正副管理者としておりますので、正副の管理者として会議を

行いました。これが３ページ目に書いてあります平成２４年２月１３日、こち

らで基本的に今申し上げたような一連の流れを受けて、正副管理者の会議でこ

れは三市の市長の合意形成として、災害廃棄物の受け入れを意思決定いたしま

した。この意思決定をするにあたっては、まず今まで柳泉園組合として行って

まいりましたいろいろなことを決めるにあたっては、周辺自治会協議会、周辺

の自治会との協議会というものを持っておりますので、これは定期的な協議会

もございまして、まずそちらのご理解を得ること、そしてこの女川町の災害廃

棄物について安全性の確認が取れ、またそれ以降安全性が担保できること、万

が一その安全性の担保が取れないようでしたら、それは受け入れられないとい

うこと、その上で、基本的にはこの三多摩全ての総意として対応することを前

提として、３ページ目の米印のところをご覧になっていただければわかると思

いますが、この日出町にある二ツ塚処分場、こういったところでの周辺の自治

会、また災害廃棄物の受け入れにあたっては７清掃工場がすべて意思決定をし

ていく、そういった総意で行っていくということの中で各清掃工場または市町

村の自治体が今取り組んでいるということであります。したがいまして基本的

には２月１３日の正副管理者の会議の中で受け入れの意思決定はいたしており

ます。 

回答者   まず、国際的な機関の中で１００ベクレル以上については移動すべきではな

いというようなことで、外国の機関がコメントを出しております。それは参考

にさせていただきますが、我々は日本の国の中で日本の法律に基づいて処理を

しています。その８０００ベクレルにつきましていろいろなご意見があるとい

うことでは聞いております。国の８０００ベクレルの埋め立ての基準はどうな

のかということですが、これは一般の人の立ち入りがない埋立処分場において、

そこで作業する作業員の安全性を考慮して国が定めたものです。ベクレルとい



うのはその物質の持つ濃度であってそれをどう封じ込めていくかということが

重要だと思います。例えば昨年１０月に来日したＩＡＥＡのミッションにつき

ましても、最終報告書で放射性セシウム８０００ベクレルパーキログラム以下

のものについては、追加的な措置がなく管理型の処分場に埋め立てを実施する

ことについて、既存の国際的な方法論と完全に整合性がついていると評価され

ている、こういったような一定の評価を得ています。我々は今皆さんが出され

ているごみを処理していますが、その中にも一定の放射能濃度が検出されてお

ります。このような廃棄物の処理にあたっての埋立基準ということで、その８

０００ベクレルというものがあるかと思います。また国において処理をするべ

きではないのか、徳島の例ですけれども、具体的に国でどうできるのかという

中で、被災地のこの１年が過ぎてしまったと思います。現実問題として災害廃

棄物が片付かない、いろいろな課題が残っている中でこの１年が経過してしま

ったと思います。それで女川町ですとか被災地の自治体から災害廃棄物を何と

かして欲しいという支援の要請に対して、都はこの事業フレームの中で処理を

していくということで進めているところです。現実問題として国が処理を進め

られない中で、そのまま放置していていいのかというようなところで、都の事

業フレームにおいて処理をしているところでございます。 

質問者   私は保育士です。子どもの立場から言わせてください。子どもを守っている

立場から言わせてください。 

司会者   最後ということでどうぞ。 

質問者   あなたたちは正しいことをしていらっしゃるのでしょうか。未来の子どもた

ちのために、今の子どもたちの健康のためを考えて、これが最良な方法だと思

ったからこうされるのでしょうか。 

回答者   そうです。 

質問者   あなたたちは子どもの将来、子どもの未来、子どもの健康を考えていない。

間違っていると思います。 

司会者   質問者については最後の一人ということでみなさんの同意を得てやりました

のでこれで最後にいたします。 

説明会を終了させていただきます。 

今回の説明会の内容につきましては準備ができ次第公表させていただきます。

それではこれを持ちまして女川の廃棄物の受け入れの説明会を終了とさせてい

ただきます。 

 本日はありがとうございました。 


