
1 

 

 

上水道及び工業用水道から生じる汚泥の 

処理に関する説明会の質疑応答集 

 

■放射能そのものに対する質問 

質   問 回   答 

金属セシウムと塩化セシウムの気化に

ついて説明してほしい。 

金属セシウムも、塩化セシウムも 1,450 度のキルン内

では気化するが、クーラーで冷却され、煤塵に吸着す

る。 

吸収されたセシウムは体内に残り蓄積

されるのでないか。 

周囲で検出されなければ、体内に入ることもない。 

今回の処理はとても小さい単位なので

問題ない。きちんと測定し公表すればい

い。 

測定値について公表する。 

海底の汚泥調査はできないか。 市内で放射線量を計っているが、変化は見られないこ

とから問題ないと考えている。 

人体に影響が出るのはどれぐらいの放

射能量か。 

国の基準は年間 1 ミリシーベルト以下。100 ベクレル

の汚泥だと、その近くにいたとしても、この基準は下

回る。 

100 ベクレル以下は安全なのか。 100 ベクレルという数字は、専門家でも評価は違う。

現在の法では、廃棄物として処理できる基準。 

自然界と比較して、100 ベクレルという

数値は高いのか。 

100 ベクレル汚泥の放射線量を測定しても、通常値と

の違いが見られない。 

市に専門家がいない。専門職員を養成す

る考えはないのか。 

専門家はいないが、県担当者と打ち合わせし、意見を

得ているので、連携して進んで行く。専門の組織を立

ち上げる方針はない。 

100 ベクレル以下は、事故以前は一般の

廃棄物で、放射性物質でないと考えてい

いか。 

事故以前に制定された原子炉等規制法では100ベクレ

ル／kg 以下の廃棄物は一般の廃棄物として、廃棄物処

理法を適用していた。 

素人には安全性が分からない。企業と市

がしっかりと安全を確認していってほ

しい。 

情報を公開し、不安を解消していきたい。 

100 ベクレル以下は大丈夫という前提

で説明している。学者も安全と言ってい

ない。放射能はなくならない。 

人体に影響のない 100 ベクレル以下を基準としてい

る。国も安全としている。 

 

■受け入れ期間について 

質   問 回   答 

受入終了をいつ頃と予定しているか。 いつ頃になれば数値が下がるのか、発生元でも予測で

きない状況。 

2 社で処理しても、量的に処理できる量

ではない。 

少しでも処理し、保管場所の確保がしたいという排出

元の依頼に応えたい。 
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■セメント製品について 

質   問 回   答 

放射能が入ってもセメントは市場流通

に問題ないか。海外への対応は。 

十分に基準内となっているので問題ない。既に海外へ

輸出している他工場もある。 

セメントの流通は東北復興にだけ使う

のか。 

一般と同じ流通。 

セメントの品質は大丈夫なのか。全製品

が対象か。 

全製品が対象。汚泥の一部をセメントに取り込むだ

け。品質に問題はない。 

セメント製品の放射能濃度測定の方法

は。 

国の基準に従い、専門の外部会社に測定を依頼してい

る。 

セメントの中に放射能が入っていれば、

企業にも影響が出る場合もある。 

適切な情報を流す中で対応可能。 

この過程でできたセメントには、放射能

を含むと表示するか。 

クリアランスレベル以下なので、表示しない。 

放射能を含むセメントで構造物をつく

った場合、どのような影響があるのか。 

含まれる割合が低いので、影響は出ない。 

セメントの値段が上がるのでは。 処理工程や処理費に変化はないので、セメント製品の

価格が変動することもない。 

セメント処理も適切な方法。誤解してい

た。 

説明をご理解していただいたと受け止める。 

 

■汚泥の状態について 

質   問 回   答 

発生した汚泥中の放射能量は。 8,000 ベクレルを超える汚泥も保管されているが、今

回の処理は 100 ベクレル/kg 以下が対象。 

発生元での汚泥の管理体制は。 汚泥を複数個所で採取し、放射能濃度ごとに分別し、

トンパックで保管している。雨風による流出を防ぐた

めにブルーシートが掛けられている。 

 

■輸送方法と保管方法 

質   問 回   答 

運搬時の車両は。 トンパックのまま運搬するか、バラして積む。幌かけ

の車両か、密閉式の車両となる。 

汚泥の状態は。移動時に飛散しないか。 水分を含んだ汚泥で酒粕のような状態なので飛散は

ない。 

搬送ルートは。 高速道路を経由して、正門から搬入予定。(明) 

国道からループ橋とし、住宅密集地は走らない。(デ) 

場内に仮置きしてから処理するのか。 その日処理する分を搬送する予定。処理不能な場合

は、室内置き場で厳重に保管する。 

企業の測定体制は。 放射能量は、排出元が行政なので信頼できる。搬入時、

企業は車両の空間線量測定をする。 

万が一、基準以上の汚泥が入ってきた場

合は。 

異常があれば帰ってもらう。 

移動中の事故に対する対策は。 食品レベル基準の汚泥なので影響はないが、事故に対

する対応はしていく。 
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■セメント処理について 

質   問 回   答 

水分が蒸発すれば、汚泥中の放射能濃度

が高くなる。 

排出時には 100 ベクレル以下となっているので、安全

だと考えている。 

大気中にセシウムが出ないようにする

対策は。 

セシウムはダストに吸着し、電気集塵機で捕捉する。

既に処理を行っている他工場でも排ガスからの検出

はされていない。 

測定結果は、インターネット等で確認で

きるのか。 

ホームページやおしらせばんで測定結果を公表する。 

セメントに放射能が入る。処理すれば周

辺の放射線量は上がるのか。 

関東方面で上水汚泥処理をしているが、数値に変化は

出ていない。 

集塵機が故障した場合、最大どこまで飛

ぶのか。 

電気集塵機はいくつかの部屋に分かれているので、全

てが故障することはない。故障すれば、すぐに設備を

止める。 

企業の汚泥処理単価は。 値段交渉はしていない。 

 

■放射線測定等の安全管理 

質   問 回   答 

検査機器の下限値はどれぐらいか。高額

な物を使ってほしい。 

安く性能が悪いものではない。検査内容によっては上

越環境科学センターに依頼する場合もある。 

100 ベクレル以下であるという検査は、

いつ、誰がするのか。 

排出元で放射能濃度、企業での受け入れ時に放射線量

を測定する。 

特措法上の検査は誰がやるのか。 特措法上は事業所が行う(放射能量検査は外部の第三

者機関が行う)。市民の安心のため、市も測定する。 

法律で定められた検査基準では、不安

だ。 

特措法の基準を、はるかに下回る放射能量の処理なの

で、基準の検査で対応可能。今後、市と検査回数等に

ついては調整する。 

放射線量、放射能濃度の数値の公表は誰

が。 

市のおしらせばんや、ホームページ等で公開してい

く。 

検査結果が基準値を超えたらどうする

のか。 

万が一の時はすぐに工場を止める。 

排水の基準はどうか。 この処理には水処理工程がないので、排水がでない。 

市民も参加する検査体制にすればどう

か。 

現在は市の職員が検査している。立会人が必要という

ことであれば、そうしたい。 

検査機器や検査場所を増やす考えはな

いか。 

要望が強ければ増やしていく。 

ガンマ線しか測れない機械で検査して

もセシウム量は測れない。 

特措法の基準どおり、ガンマ線の測定で対応可能と考

える。 

国が定めた基準は、過去の経緯からみ

て、後にその判断が変わることもある。 

行政は基準を守るのが第一であり、ルールに基づいて

行っていく。 

大気に出た場合のシミュレーションを

持っているか。常時監視は必要。 

過去の風向き等のデータを見て細かく測っていく。市

として常時監視装置を購入する予定はない。 
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■100 ベクレル以上のものが入る不安 

質   問 回   答 

時間が経過し、なし崩し的に濃度の高い

物を処理するのでないか。 

100 ベクレル以上の受入要請があれば、その時にまた

検討する。 

汚泥の濃度にばらつきが出るのでない

か。 

JIS で決められた検査方法。基準を超えるような大き

な誤差はない。 

長期間だが予測処理量がわからない。市

民の不安を解消する誠実さがほしい。 

受入れの検査数値に変化があればすぐに搬入を止め

る。 

上水道汚泥も将来的に県外のものを受

け入れ、際限なく広がるのではと心配。 

処理依頼があるのは県内の水道汚泥だけ。廃棄物処理

の受け入れにも限度がある。 

瓦礫も心配。 瓦礫は、市が受け入れる対象でない。 

今後、排出元が 100 ベクレル以下に下が

れば受け入れるのか。 

新たに出る汚泥で100ベクレル以下のものについて対

象としている。 

濃度の高い物を 100 ベクレル以下に希

釈して持ってくるのでないか。 

自治体であるので、そのような行為はないものと考え

る。 

 

■工場から放射能が出るのでないか 

質   問 回   答 

空間線量が基準値を超えたら、誰が責任

を負うのか。 

万が一の時はすぐに工場での処理を止め、原因究明を

図る。 

排ガスはどこで検査するのか。 煙突を出る前（大気に出て希釈される前）に測定。 

放射能は燃やすと濃縮する。汚泥のセメ

ント処理だとどうなるか。 

がれきのように焼却するのではなく、原料として少量

使用するため、セメントに濃縮工程はなく、他の原料

などで希釈されていく。 

煙突から 99.9%の補足なら、0.1％は漏

れるということでないか。 

排ガスからは、放射性物質は検出されていない。既に

上水汚泥を使用している工場からも、排ガスから検出

された例はない。 

想定外の機械故障で、100 ベクレルのも

のが濃縮して出てくるのでないか。 

放射能濃度は食品レベル以下の物。濃縮工程はない。

焼却ではないので、焼却灰に濃縮するようなことはな

い。 

山ノ井保育園、中央保育園、糸魚川小が

近い、子どもは体力により影響が違う。 

適切な箇所を測定点とするよう検討する。 

他県のセメント工場ですでに受け入れ

て処理しているが、現状は。 

特に異常は聞いていない。安全に処理されている。 

わずかでも屋外に堆積すれば全体の濃

度が上がっていく。 

セメント処理は濃縮する工程がない。もともと濃度の

高い物を使わない。 

気化したセシウムが固化する保証がな

い。 

現在、他地域のセメント工場でも、検出下限値以下。 
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■市長の判断について 

質   問 回   答 

議会はどう考えている。反対決議が出れ

ばどうする。 

意見は色々あるが多数決を取る内容でない。議会の意

見は尊重する。 

市長の賛成・反対の判断基準は何か。 反対される理由に対し、対策を講じることができるか

どうかが判断材料。 

市に権限はあるのか。住民が反対すれば

市はやめろというのか。 

権限が市にはないが、安全を守るため市民に説明して

いる。安全に問題はないと考えている。 

反対多数でも実施するのか。 説明会での意見を集約し、最終判断することになる。 

 

■市外処理という考え方 

質   問 回   答 

安全ならば排出元でやればいい。市民を

犠牲にし、企業の肩代わりの説明だ。 

排出元の自治体で困っているので支援したい。セメン

ト会社は、付近では当市だけ。 

ばら撒かず福島県に埋めればいい。 汚泥も各自治体で処理できればいいが、各自治体でも

困っている。 

困っているのはわかるが、そのことで糸

魚川市民が困る必要ない。 

当市でも埋立地が使えず出雲崎で処理している。お互

いに支援していきたい。 

県として処理施設をつくる気はないの

か。 

これだけの量を処理するのは困難。安全といわれてい

るセメント処理が適切。 

瓦礫処理なら理解できる、なぜ県内の汚

泥を糸魚川で処理するのか。 

以前は埋立や園芸用として売られていた。今は処分し

きれず保管にも限度がある。 

放射能は動かさないのが大原則。排出元

で工夫して処理すればいい。 

以前は、需要があったが、公共事業等も減り買っても

らえない。 

困っている自治体があるのだから助け

てやってほしい。 

そう考えている。 

セシウムを拡散させないでほしい。時間

をかけて別の方法を考えるべき。 

排出元の自治体は埋立地を確保できず困っているの

で支援したい。 

セメントに入れてばら撒く行為。放射能

がなくなるわけではない。 

安全な濃度で製品にする。 

２社には利益があるが、市にメリットは

ない。市民に我慢しろということか。 

安全な処理と考えており、排出元の自治体が困ってい

るので支援したい。 

 

■風評被害 

質   問 回   答 

寺島や大野の田んぼでは風評被害が出

る。農作物が売れなくなる。 

風評被害を発生させないよう、正しい情報を伝え、放

射線量を測定し公開していく。 

風評被害は日本一の子育てや、ジオパー

クにダメージ。市民に説明しても、市外

で広がることが問題。風評被害が出れば

補償はどうするか。 

法に基づいてやっている。もしも、発生すればその時

に検討していく。 

どれぐらいの量なら風評被害が出ない

というような量はないか。 

量との関わりは考えていない。 
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■その他 

質   問 回   答 

市民の健康を保つという発言でない。会

社の片棒をかついでいる。 

安全な処理と考えており、排出元の自治体が困ってい

るので支援したい。 

市が瓦礫を受け入れない理由は何か。東

北支援のため、積極的に手を挙げてほし

い。 

埋立地が使えず、自前での処理ができない。セメント

会社であれば受け入れ可能だが、県が積極的でないた

め取り組んでいない。 

工場内での従業員に対する安全面の考

えは。 

震災以降、線量計を購入し定期測定を行い安全管理し

ながら進めている。 

事故があれば補償は誰がするのか。何か

書面を結んでいるのか。 

食品基準と同じもので、事故は起こらないと考えてい

る。事故の際は、公害防止協定で足りる。 

セメント以外の処理方法はないのか。 埋立処理という方法もあるが、量が多くて問題。 

100 ベクレル以下は放射性物質と取り扱

わないことは国が勝手に決めた。 

原発事故以前から決まっていた基準。 

きちんと処理方法が明記され、市に許可

権限がないのに、なぜ説明会をしている

のか。 

瓦礫処理等、不安に思っている人が多いので、誤った

情報を出さないように、安全性について説明してい

る。 

糸魚川市も世のため人のための取り組

みをして。セメント会社もここだけしか

ない。 

そのように考えている。 

「おしらせばん」の公表結果で、一部学

校の数値が高いのはなぜか。 

青小や下小で数値が他より高いのは、測定しているグ

ランドの土（花崗岩）の影響。 

測定器の校正等はどうしているか。 (企業)放射能濃度の測定は第三者機関で検査。空間線

量の測定器は社で行う。適正に校正していく。 

(市)基準は年１回、適正に校正していく。 

県内５市で瓦礫を受け入れるのだから、

汚泥処理施設も作ればいい。 

瓦礫は濃縮工程があるが、汚泥を処理しても濃縮しな

い。セメント工場は近くには糸魚川市しかない。 

この汚泥で困っているなら、東電の柏崎

原発敷地内で保管すればいい。 

各自治体の考えによる。排出元も困っている。 

埋立やセメント処理に対する国の補助

などはないのか。 

補助はない。 

子どもの健康調査を実施してほしい。 濃度が低いものの処理なので、定期的な診断の中で判

断可能と考える。 

 


