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報告概要 

 福島第一原子力発電所事故後の除染によって生じた除去土壌（除染土）等の処理は、事故

から 9 年以上が経過した現在でも見通しが立っていない。国は、福島県内の除染土等約 1,400

万立方メートルは双葉町・大熊町の中間貯蔵施設に運び込んで保管した後、2045 年までに

県外で最終処分するとしており、2020 年 2 月時点で約 615 万立方メートル（約 44％）を搬

入済みである。最終処分先は決まっていないが、環境省は処分量を削減するため、放射性セ

シウム濃度が 1 キログラムあたり 8,000 ベクレル以下の除染土は道路建設や農地造成など

に再生利用する方針を打ち出し、南相馬市と飯舘村で実証事業を実施している。また、福島

県外で国の財政支援に基づく除染を行なった 53 市町村には約 33 万立方メートルの除染土

が保管されており、これらの最終処分を進めるため、環境省は茨城県東海村と栃木県那須町

で埋立処分の実証事業を実施してきた。同省は有識者による検討を踏まえ、除染土の再生利

用と埋立処分はいずれも安全に行なえるとしているが、こうした国の方針に対しては汚染

物質の拡散を招くとの批判があり、実証事業が計画・実施された地域では地元住民による反

対運動も展開されてきた。有識者会合は主に技術的観点からリスクを評価してきたが、地域

の反対が強ければ再生利用や埋立処分の推進は難しい。対立の要因や合意形成の条件を明

らかにするためには、価値や規範をめぐる争いを考慮した社会的観点からの評価も不可欠

であろう。したがって本報告では、除染土の処理をめぐる政策過程や国の方針への批判を整

理した上で、廃棄物や有害物質の処理に関する政策が基づくべき主要な諸原理に照らして、

分析と評価を試みる。本報告の結論は、国の政策は分配的正義に基づく正当化が不可能でな

いものの、手続的正義の観点からは妥当と言えず、合理性も低いというものである。 
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序論 

 本報告の目的は、2011 年 3 月の福島第一原子力発電所事故後の除染によって生じた除去

土壌（除染土）1の処理に関する日本政府の政策を、規範的政策分析（normative policy analysis）

の方法を用いて分析・評価することにある。 

 国は、福島県内では約 1,400 万立方メートルの除染土等を双葉町・大熊町の中間貯蔵施設

に運び込んで保管した後、2045 年までに県外で最終処分するとしており、2020 年 2 月時点

で約 615 万立方メートル（約 44％）を搬入済みである（環境省 2020）。最終処分先は決ま

っていないが、環境省は放射性セシウム濃度が 1 キログラムあたり 8,000 ベクレル以下の除

染土は道路建設や農地造成などに再生利用する方針を打ち出し、南相馬市と飯舘村で再生

利用の実証事業を実施している。また、福島県外で国の財政支援に基づく除染を行なった 53

市町村には約 33 万立方メートルの除染土が保管されており、これらの最終処分を進めるた

め、環境省は茨城県東海村と栃木県那須町で埋立処分の実証事業を実施してきた。 

 同省は有識者による検討と実証事業を踏まえ、除染土の再生利用と埋立処分はいずれも

安全に行なえるとしているが、こうした国の方針に対しては汚染物質の拡散を招くとの批

判があり（熊本 2017; まさの 2017; 茅野 2018; 日野 2018; 大島 2020a）、実証事業が計画・

実施された地域では地元住民による反対運動も展開されてきた（青木 2019）。有識者会合は

主に技術的観点からリスクを評価してきたが、地域の反対が強ければ再生利用や埋立処分

の推進は難しい。対立の要因や合意形成の条件を明らかにするためには、価値や規範をめぐ

る争いを考慮した社会的観点からの評価も不可欠であろう。したがって本報告では、除染土

の処理をめぐる政策過程や国の方針への批判を整理した上で、廃棄物や有害物質の処理に

関する政策が基づくべき主要な諸原理に照らして、分析と評価を試みたい2。 

 以下では、まず規範的政策分析の観点と方法を明らかにしよう。次に分析の対象となる除

染土処理政策の概要を整理した上で、分析・評価を施し、最後に結論をまとめる。 

 

1 規範的政策分析の観点と方法 

 規範的政策研究、すなわち公共政策学における価値や規範の研究、あるいは政治理論・政

治哲学の知見を公共政策に活かそうとする研究は、市民と政策決定者を援助しうるものと

して、近年注目されている（足立 1991; Swift and White 2008; 佐野 2010; 2013; Robert and 

Zeckhauser 2011; Wolff 2011; 伊藤 2013; 松元 2015; 2016; Lever and Poama 2018）。そのなか

でも、具体的な政策課題を対象とする規範的政策分析は、政策立案段階において、どのよう

 
1 一般には「除染土」や「汚染土」といった表現が広く用いられているが、後述するように、

放射性物質により汚染された土壌は法的に廃棄物と区別されるため、国は除染で生じた土壌を

「除去土壌」と呼称している。本報告では、除染との関係が明示的である点を重視して、「除染

土」の表現を採用する。 
2 本報告では、除染政策そのものは検討の対象外とした上で、国および自治体の除染事業に伴

って既に発生した除染土の処理をめぐる政策に焦点を絞って検討を加える。以下で触れる事実

関係は各種報道および政府・自治体の公表資料に依拠しており、肩書き等は当時のものであ

る。ウェブサイトの最終閲覧日はすべて 2020 年 8 月 30 日である。 
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な政策目的を設定し、いかなる観点から政策を立案すべきかを示すことができるし、政策評

価段階において、原理・原則の観点からの分析・評価を施すこともできる（佐野 2013）3。 

 本報告における規範的政策分析は除染土処理政策の評価を目的とするため、この事例に

関して考慮すべき規範的観点を予め特定しておこう。人びとが重要と考える価値や規範は

きわめて多岐にわたるため、ここで網羅的な列挙を為すことはできない。しかしながら、先

行研究に基づきつつ、幅広い市民が一般的な重要性を認めるであろう主な諸原理を示すこ

とは可能である。たとえば公衆衛生政策をめぐる倫理においては、諸個人の権利・自由への

制約を含みうる政策を正当化するための主要な条件として、有効性（その政策は有効である

か）、比例性（その政策による利益が不利益を上回るか）、必要性（その政策以外の手段はな

いか）、最小性（権利・自由の制限は合法かつ正統で必要最小限の手段を用いること）、相互

性（権利・自由の制限による個人の不利益は補償すべきこと）、包摂性（ステークホルダー

が意思決定過程に包摂され、平等に参加・発言できること）、透明性（意思決定過程に関す

る情報が公開され、アカウンタビリティが保たれること）などが挙げられている（Upshur 

2002; Childress et al. 2002）。これらの諸原理は、他の政策分野にも適用しうるだろう。 

 より本事例と密接にかかわるような、廃棄物処理施設や原子力施設を含む迷惑施設の立

地に関する先行研究においては、分配的公正と手続的公正が合意形成やリスクの受容を促

す主な要因として重視されてきた（鈴木 2015; 大澤ほか 2014; Nakazawa 2018）。分配的公

正は、事業から生じる便益の享受や事業に伴う費用・リスクの負担に関する公正さを指して

おり、主に地域間公平や世代間公平の追求、あるいは適切な補償の要請などのかたちで争わ

れる。したがって上記の相互性は、分配的公正の一部と重なる要請であると位置づけうる。

これに対して手続的公正は、事業をめぐる意思決定過程に関する公正さを指しており、主に

市民の意見が反映される機会の有無や、政策にかかわる重要な情報へのアクセス可能性な

ど、包摂性および透明性を求めるかたちで争われる。また、最小性のうち法的・社会的に妥

当な方法に基づくことの要請（合法性）も、手続的公正の一部に含まれるであろう。このよ

うな分配的公正や手続的公正の働きに着目する研究は、除染や除染土処理の事例に関して

も現われている（横山ほか 2020; 山口／坂田 2019）。さらに、たとえば事業が安全かつ効

率的に目的を達成しうる手段であるかは有効性・比例性、そもそも事業が実施しなければな

らないものなのかは必要性の要請とそれぞれ重なっていると考えられる。分配的公正や手

続的公正とは区別されるこれらの観点を、ここでは便宜的に合理性と総称しておこう。 

 廃棄物処理政策をめぐる倫理を検討したイヴォ・ウォーリマン＝ヘルマーは、やはり分配

的正義と手続的正義、そして承認的正義（justice as recognition）の 3 つを主要な観点として

整理している（Wallimann-Helmer 2018）。彼は、まず分配的正義を具体化する 3 つの考え方

を挙げる。もっとも単純なものは①市民間の平等であり、廃棄物処理をめぐっては、負担を

地域間で平等に分配することとして解釈されやすい。だが、誰もが同じように負担（廃棄物）

 
3 規範的政策分析の観点と方法については、原発事故による避難者への支援政策を扱った別稿

も参照されたい（松尾 2020d）。 
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を生み出すわけではないにもかかわらず施設を平等に設置することは正義にかなわないと

考えられるから、次に②汚染者負担原則が浮上する。しかし、廃棄物は多くが生産過程で発

生するため、生産物を享受する裕福な消費者よりも、むしろ生産を担う経済社会的に不利な

側（たとえば途上国の人びと）が直接の汚染者になりやすく、負担を求められてしまうとい

う問題がある。そこで示されるのが③受益者負担原則であり、何らかの利益を得る人びとが

その背後で生み出される負担も引き受けるべきと考えることで、より正義にかなった負担

の分配が可能になる。ただし、ウォーリマン＝ヘルマーは指摘していないが、事故や公害に

起因する廃棄物の場合は、環境汚染の被害者もまた事故・公害を帰結した事業の受益者であ

ったとして負担を求められかねない（除本 2007）。したがって、廃棄物の発生・拡大・放置

に関与してきた責任に応じた負担を求める④責任者負担原則をここに加えるべきであろう。 

 ウォーリマン＝ヘルマーによれば、現実には、効率性や技術的理由、安全保障上の理由な

どから、分配的正義を満たしにくい状況が存在する。その際に廃棄物処理施設の社会的受容

可能性を高めるための鍵となるのが、手続的正義や承認的正義である（Wallimann-Helmer 

2018）。手続的正義が重要であるのは、危害を被る可能性がある人びとに発言と同意の機会

を確保しないままの決定は正統性を主張することができないからであり、とりわけ有害物

質を扱う施設の立地にあたって決定過程の透明性やステークホルダーの参加（包摂性）が不

十分であれば、計画の社会的受容は期待できなくなるだろう。リスクをどのように評価する
．．．．．．．．．．．．．

かは当のリスクに直面する人びとだけが決められること
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

であり、だからこそ彼らに適切な

情報を提供することが肝要となる（see also 礒野 2017c）。 

 もっとも、分配的正義と手続的正義だけでは必ずしも十分でない。ウォーリマン＝ヘルマ

ーが第三に提示する承認的正義は、エスニック・マイノリティや経済社会的に不利な立場の

人びとに対する平等な尊重とかかわっている（Wallimann-Helmer 2018）。多くの国で迷惑施

設がこうした人びとの居住地域に偏って立地しているように、形式的には平等な発言権が

認められていたとしても、発言の影響力は社会内の不平等を反映しやすく、不利な立場にあ

る人びとほど環境上のリスクを引き受けることになりやすい（たとえば、地域振興を名目と

した補助金を用意することで経済的な周辺地域に迷惑施設の受け入れを迫る手法は、日本

でもお馴染みのものである）。しかも、それは正統な意思決定過程の結果だと見なされてし

まう。したがって、ステークホルダーに実効的な発言力を確保させるためには、背景に存在

する不平等を縮減しなければならない。あるいは少なくとも、多様な市民に実質的な平等や

適切な承認を確保するためには、異なる取り扱いを必要とする場合がある。 

 承認的正義は明らかに重要であるが、政治的・経済社会的な構造変革にもつながりうる要

請を含んでおり、これを事例に即して検討することは報告者の手に余る。それゆえ本報告で

は主に、分配的正義（地域間および世代間の公平、汚染者負担原則、受益者負担原則、責任

者負担原則など）、手続的正義（合法性、包摂性、透明性など）、合理性（有効性、比例性、

必要性など）という 3 つの観点から分析・評価を施したい。 
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2 事例の概要 

 

2.1 除染と汚染廃棄物処理の枠組み 

 2011 年 3 月の福島第一原発事故は、東日本の広域で環境汚染を引き起こした。原発敷地

外に飛散した放射性物質への対処は既存の原子力法制と環境法制の隙間に位置していたた

め（北村 2012; 田中 2014）、汚染された震災がれきや下水汚泥などの処理に苦慮する被災

自治体に対し、政府はいくつかの「考え方」などを急ぎ示すことで答えてきた。こうした一

連の「法的根拠に基づかない事実上の対処」を取り込みつつ（田中 2014: 264）、民主党・自

由民主党・公明党の与野党協議を経た議員立法によって 2011 年 8 月に成立したのが、放射

性物質汚染対処特措法である（2012 年 1 月全面施行）。除染と汚染廃棄物処理の法的枠組み

を定めた同法は、放射性物質の汚染に対処するために必要な措置を講ずることを国に義務

づける一方で、汚染原因者である東京電力には処理費用を負担することで責任を果たすよ

う求めている（金子／天池 2011; 小寺 2012; 大村 2012; 鈴木 2014; 安部 2015）。 

 除染事業は、「事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影

響を速やかに低減すること」（第 1 条）を目的とする特措法に基づき、公共施設や住宅など

を主な対象として実施された（清水 2012; 礒野 2013; 2015; 2020; 小野 2015; 佐藤 2015; 

伊藤 2016; 井上 2017; 岡山 2017; 川﨑 2018）。環境省は有識者による検討の場として 2011

年 9 月に環境回復検討会を設置し4、その議論を踏まえて、同年 12 月に除染する地域を指定

した（図 1）。国による直轄除染を実施する除染特別地域に指定されたのは、福島県内の 7 市

町村（楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村）の全域と、4 市町村（川

俣町、田村市、南相馬市、川内村）の一部区域である。これに対して、福島県内の 32 市町

村と、岩手・宮城・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉の 7 県の 56 市町村が、国の財政支援に

より市町村が除染を実施する汚染状況重点調査地域の指定を受けた。除染特別地域の大部

分は、2011 年 4 月に警戒区域と計画的避難区域に指定され、2012 年 4 月から避難指示解除

準備区域・居住制限区域・帰還困難区域に再編された地域と重なる。このうち、避難指示解

除準備区域と居住制限区域に指定された地域は 2017 年 3 月までにほぼすべての避難指示が

解除され、除染も終了している。帰還困難区域は除染の対象になっていなかったが、区域内

に復興拠点等を整備する場合は国が除染を実施する方針が 2016 年 8 月に決められた。 

 除染の実施に伴い、地表から剥ぎ取った土壌（除去土壌）や、草木・枝葉などの廃棄物（除

染廃棄物）が生じる。このほか対処が求められる汚染廃棄物として、放射性物質の降下によ

り汚染された災害廃棄物や農林業系副産物、放射性物質が付着した一般廃棄物や産業廃棄

物が焼却灰に濃縮されたもの、放射性物質が付着した土壌が下水汚泥や上水汚泥に濃集し

たものなどがある。国の処理枠組みでは、可燃物は原則焼却して減容化されることとなって

おり、発生地域と減容化後の汚染濃度に応じて、異なる対処が定められている（北村 2012）。 

 
4 環境回復検討会の議事録と配布資料は、環境省「除染情報サイト」内の「環境回復検討会」

のページ（http://josen.env.go.jp/material/session/）に掲載されている。 
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（出所）環境省「除染情報サイト」（http://josen.env.go.jp/） 

図 1 除染特別地域と汚染状況重点調査地域 

 

 国が処理責任を負う「特定廃棄物」は、「対策地域内廃棄物」と「指定廃棄物」とに分け

られる（表 1）。このうち対策地域内廃棄物は、環境大臣が指定する汚染廃棄物対策地域（旧

警戒区域・計画的避難区域）内で発生したものであり、地理的要件から汚染濃度が高いと一

律に把握された廃棄物すべてを含む。他方、指定廃棄物とは、汚染された稲わら、たい肥、

焼却灰、浄水発生土、下水汚泥など、対策地域外で発生した廃棄物のうち、放射性セシウム

の濃度が 8,000Bq/kg を超えるとして環境大臣の指定を受けたものを指す。その総量は、2020

年 6 月末の時点でも約 30.7 万トンに上り、福島をはじめとする東日本 11 都県の農地やごみ

焼却施設、浄水施設、下水処理施設などで一時的に保管されている。特措法に基づく具体的

な対処の原則を定めた国の「基本方針」（2011 年 11 月閣議決定）は、指定廃棄物を発生都

道府県内で処理するとした。このため環境省は、福島県内では富岡町に特定廃棄物埋立処分

施設5を整備するとともに、宮城・茨城・栃木・群馬・千葉の 5 県で最終処分施設（長期管

理施設）の建設計画を進めてきたが、福島県外の指定廃棄物については全く処分の見通しが

立っていない6。 

 
5 民間の産業廃棄物処分場を国有化したもので、2015 年 12 月に福島県、富岡町、搬入路のあ

る楢葉町から了承を得て、2017 年 11 月から搬入を開始している。図 2 の「既存の管理型処分

場」にあたり、①県内で発生した焼却灰や下水汚泥など 8,000～10 万 Bq/kg の指定廃棄物（約

18.2 万立方メートル）、②避難指示区域になった市町村の災害がれきなど（約 44.5 万立方メー

トル）、③双葉郡 8 町村の生活ごみ（約 2.7 万立方メートル）を処分の対象とする。同施設につ

いては、環境省「特定廃棄物の埋立処分事業情報サイト」

（http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/）を参照。 
6 指定廃棄物については、環境省「放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト」

（http://shiteihaiki.env.go.jp/）のほか、拙稿を参照（松尾 2019a; 2019b; 2020a; 2020b; 2020c）。 
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表 1 事故由来汚染廃棄物の分類 

 

区分 対象 処理責任者 適用法令 

福島第一原発内起因廃棄物 福島第一原発内の 

廃棄物 

東京電力 原子炉等規制法 

特定廃棄物 対策地域内廃棄物 旧警戒区域・計画的避

難区域内の廃棄物 

国 放射性物質 

汚染対処特措法 

指定廃棄物 8,000Bq/kg 超の廃棄

物を環境大臣が指定 

国 放射性物質 

汚染対処特措法 

通常の廃棄物 特定一般廃棄物 8,000Bq/kg 以下の 

一般廃棄物 

市町村 廃棄物処理法 

特定産業廃棄物 8,000Bq/kg 以下の 

産業廃棄物 

排出事業者 廃棄物処理法 

（出所）環境省「放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト」（http://shiteihaiki.env.go.jp/）および北村（2012: 101）

に基づき作成 

 

 

 

（出所）環境省「放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト」（http://shiteihaiki.env.go.jp/initiatives_fukushima/） 

図 2 福島県内の汚染廃棄物の処理フロー 
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 これらに対して、対策地域外で汚染濃度が 8,000Bq/kg を下回る廃棄物は、廃棄物処理法

に基づき通常の廃棄物と同様に処分してよいとされ、国による処理の対象には含まれない。

国が責任を負う基準となっている 8,000Bq/kg という数値は、2011 年 6 月 3 日に原子力安全

委員会が示した「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処

理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」と、同月 16 日に原子力災害対策本部

が示した「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」

に従い、周辺住民や作業者の被曝線量が年間 1 ミリシーベルトを超えない範囲で廃棄物の

埋立処分が可能な線引きとして、特措法に取り込まれたものである（田中 2014: 275）。従来

からある原子炉等規制法に基づく放射性廃棄物の再利用基準（クリアランス・レベル）が

100Bq/kg であることから、8,000Bq/kg という新たな線引きには、強い批判が存在する（日

本弁護士連合会 2015; 熊本 2017; まさの 2017; 2019; 茅野 2018）。 

 注意すべきことに、特措法第 2 条は同法における廃棄物の定義から「土壌を除く」として

いるため、除染土は定義上、廃棄物とは扱われていない（熊本 2017: 183）。また、「基本方

針」は除染土について、技術の進展を踏まえつつ可能な限り減容化を図るとともに、汚染の

程度が低いものは安全性を確保しつつ再生利用等を検討する必要があるとした。除染土は

廃棄物と似て非なるものと位置づけられているのである。このような背景もあり、除染土の

処理（収集、運搬、保管、処分）については環境省令（特措法施行規則）で基準を定めると

した特措法第 41 条に従い、収集と運搬の基準は施行規則第 57 条、保管の基準は施行規則

第 58 条でそれぞれ定められたにもかかわらず、処分の基準は未だに定められていない（熊

本 2017: 184）。後述する有識者会合と実証事業は、この基準づくりの準備段階に位置する。 

 

2.2 福島県内における除染土の中間貯蔵と再生利用 

 

（1）中間貯蔵計画と除染土の保管状況 

 福島県内の特定廃棄物のうち 10 万 Bq/kg を超えるものや、県内での除染に伴う除染土・

除染廃棄物は、国が大熊町および双葉町で建設・操業する中間貯蔵施設で 30 年間にわたっ

て保管されることが決まっている（山本 2014; 礒野 2017a; 2017b; 松尾 2017; 山田 2019a; 

2019b; 大月 2020）7。2014 年 12 月には環境安全事業株式会社法（JESCO 法）が改正され、

中間貯蔵開始後 30 年以内の県外最終処分が明記された（杉浦 2014; 松田 2019）。2015 年 1

月までに福島県・大熊町・双葉町が施設の建設を容認すると、同年 3 月に試験輸送、2016 年

4 月に本格輸送が開始され、2017 年 10 月から施設は本格稼働した。国は全用地を買収する

方針だったが、地権者の反発を受けて地上権を設定する選択肢も提示し、2019 年 5 月末ま

でに全体面積の約 7 割にあたる契約を結んでいる。 

 

 
7 中間貯蔵施設については、環境省「中間貯蔵施設情報サイト」

（http://josen.env.go.jp/chukanchozou/）を参照。 
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表 2 中間貯蔵施設用地の状況（2020年 7月末時点） 

 

（出所）環境省「中間貯蔵施設情報サイト」（http://josen.env.go.jp/chukanchozou/about/） 

 

 福島県内の除染土等は、これまでに 1,359 箇所の仮置場等で保管されてきた8。中間貯蔵

施設等への搬出が進んだことにより（大野 2018; 藤井 2018）、除染土等を保管中の仮置場

等は、除染特別地域で 136 箇所（2020 年 6 月末時点）、汚染状況重点調査地域等で 404 箇所

（2020 年 3 月末時点）となっており、仮置場等の 60％で搬出、39％で原状回復が完了して

いる9。中間貯蔵施設への搬入が見込まれる総量は、焼却による減容化後で 1,600～2,200 万

立方メートルと推計されていたが、2019年 3月の見直しにより、現在の貯蔵予定量は約 1,400

万立方メートルとされる。帰還困難区域の除染などのため最終的な搬入総量は依然不透明

であるが、2020 年度までに累計 1,250 万立方メートルの搬入が目指されており、2021 年度

にも仮置場はほぼ解消できるとされる。もっとも、仮置場は当初 3 年程度で解消するとされ

ていたため、中間貯蔵施設の用地交渉などが長期化して除染土等の搬出が先延ばしにされ

つづけてきたことに対する住民の不満は大きい。また、2015 年 9 月の関東・東北豪雨では

飯舘村の仮置場で 448 袋の除染土等が流出し、2019 年 10 月の台風 19 号でも飯舘村、田村

市、二本松市、川内村の仮置場で計 90 袋の除染土等が流出するなど、搬出が進まない間に

保管上の問題も発生している。 

 
8 除染土等の保管状況については、環境省「除染情報サイト」内の「仮置場について」のペー

ジ（http://josen.env.go.jp/soil/temporary_place.html）を参照。集約される以前の除染現場等での保

管（現場保管）の箇所数は 2019 年 2 月時点でも 10 万を超えている。 
9 環境省「福島県内の除染仮置場等の状況」2020 年 8 月 7 日

（http://josen.env.go.jp/plaza/info/data/pdf/data_2008_03.pdf）。 
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（出所）環境省「中間貯蔵施設情報サイト」（http://josen.env.go.jp/chukanchozou/transportation/） 

図 3 中間貯蔵施設への輸送量 

 

（2）除染土の再生利用計画 

 県外最終処分の実現可能性は当初から疑問視されてきたが（大月 2020）、国は中間貯蔵施

設が本格稼働する前から除染土の再生利用へと重心を移している（杉本 2016; 熊本 2017; 

日野 2018; 青木 2019; まさの 2017; 2019; 2020; 礒野 2020; 大島 2020a; 神戸 2020）。改正

JESCO 法（中間貯蔵・環境安全事業株式会社法）の第 3 条第 2 項は、中間貯蔵開始後 30 年

以内（2045 年まで）に県外最終処分を完了するために必要な措置を国が講ずるとしている。

環境省はこれを踏まえ、県外最終処分を行なうためには処分量を減らすことが重要だとし

て、除染土の減容化と再生利用を最大の課題に挙げる10。そして、有識者による検討の場と

して「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」を設置し（2015 年 7 月

21 日初会合）、さらに、除染土の再生利用における追加被曝線量の基準等をめぐり「除去土

壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ」（2016 年 1

月 12 日初会合）を、再生資材化した除染土を安全に利用する方策をめぐり「中間貯蔵施設

における除去土壌等の減容・再生利用方策検討ワーキンググループ」（2015 年 8 月 28 日初

会合）を、それぞれ戦略検討会の下に設けた（細見 2019; まさの 2017: 148–160）11。 

 
10 環境省「中間貯蔵施設情報サイト」内の「除去土壌の再生利用について」のページ

（http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/recycling/）を参照。 
11 これらの有識者会合については、環境省「中間貯蔵施設情報サイト」内の「中間貯蔵除去土
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 2016 年 4 月 8 日には、これらの有識者会合での議論に基づく中長期的な方針として、「中

間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」と「工程表」が取りまとめられた12。「戦

略」は、「全量をそのまま最終処分することは、必要な規模の最終処分場の確保等の観点か

ら実現性が乏しいと考えざるを得ない」として、低濃度の除染土は｢管理主体や責任体制が

明確となっている一定の公共事業等に限定し再生利用する｣ことで、「最終処分量の低減を

図る」とした。また、「中間貯蔵施設への輸送の負担の軽減等の観点」から、「除去土壌等の

減容・再生利用を中間貯蔵施設への搬入前に実施することも検討する」と述べている。 

 こうした動きを受け、2016 年 5 月 4 日には市民団体が除染土の再生利用に反対する 1 万

筆余の署名を環境省に提出したが（まさの 2017: 214）、6 月 7 日の戦略検討会（第 4 回）で

8,000Bq/kg を上限として再生利用が可能とする案が了承され、「再生資材化した除去土壌の

安全な利用に係る基本的考え方について」として正式に公表された（環境省 2016）。除染土

は廃棄物でないため指定廃棄物の基準 8,000Bq/kg は適用されないが、再生資材についても

同様の基準が設けられたのである。「基本的考え方」によれば、8,000Bq/kg を下回った除染

土の再生利用は、管理責任が明確になっている全国の公共事業において、長期間掘り返され

ることがない道路・防潮堤・海岸防災林の盛土など構造基盤の部材に限り、さらに土やコン

クリートなどで遮蔽した上で、継続的な記録・管理の下に行なわれる。このため、再生資材

の自由な流通を認めるものではないとして、原子炉等規制法が廃炉廃棄物を安全に再利用

できる基準として定めるクリアランス・レベル（100Bq/kg）との違いが説明されている。想

定される用途については、必要に応じて検討し追加することがありうるとされている。その

後、2017 年 4 月に埋立材と充填材が追加され、2018 年 6 月には園芸作物・資源作物を栽培

するための農地にも対象が拡大された（環境省 2018）。 

 環境省は除染土の再生利用を段階的に進めるため、実証事業・モデル事業を実施して「基

本的考え方」で示した管理方法の妥当性を検証したいとして、後述するように、2017 年か

ら南相馬市、2019 年から飯舘村で、それぞれ実証事業を行なっている。これら実証事業の

結果も踏まえ、2019 年 12 月には、実際の利用プロセスで再生資材を安全に扱うための技術

的な留意事項を示す「福島県内における除染等の措置に伴い生じた土壌の再生利用の手引

き」の案がまとめられている13。 

 

壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」のページ

（http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/）を参照。以下で言及

する資料等は同ページに掲載されている。2017 年 9 月には、除染土の再生利用に関する国民理

解を促す方法を検討する「コミュニケーション推進チーム」も立ち上げられた（保高 2019）。 
12 環境省「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」2016 年 4 月

（http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/investigative_commis

sion_text.pdf）。環境省「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略 工程表」

（http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/investigative_commis

sion_process_2003.pdf）。 
13 中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第 11 回）2019 年 12 月 19 日、

資料 2-2。 
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（出所）環境省「中間貯蔵施設情報サイト」（http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/recycling/） 

図 4 再生利用の流れ 
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 環境省は量が少なくなれば最終処分への理解も得やすくなるとの考えで、環境再生・資源

循環局長の山本昌宏は、再生利用が進まなければ、「最終処分する量の見通しが立たず、処

分場の立地を検討することが困難にな」ると述べている（山本 2020: 4）。有識者会合の議論

では、保管を経た汚染濃度の減衰と減容処理技術により、大部分の除染土は再生利用が可能

になると見込まれている。「戦略」策定に先立つ 2015 年 12 月の戦略検討会（第 2 回）で示

された試算は、今後の技術開発を前提に、県外最終処分が必要な量は最少で 4 万立方メート

ル（最大貯蔵量 2,200 万立方メートルの 0.18%）まで減らせる可能性があるとした14。「戦略」

はこれを受け、「現時点で想定されるすべての減容処理技術を適用した場合、最終処分必要

量を 9 割以上削減できる技術的可能性」があると言う。その後、2019 年 3 月 29 日に公表さ

れた「戦略」の見直しでは15、中間貯蔵開始 30 年後には汚染濃度が減衰し、除染土等の総発

生見込み量のうち約 8 割超は 8,000Bq/kg 以下になるとの推計を示している16。また、帰還困

難区域を除く市町村の除染が終了したことから、これまで最大 2,200 万立方メートルとして

きた福島県内の除染土等（中間貯蔵施設への輸送対象物量）を、2018 年 10 月時点で約 1,330

万立方メートル（土壌約 1,300 万立方メートル、焼却灰約 30 万立方メートル）と修正した。 

 2020 年 1 月には、環境省が特措法施行規則に再生利用の方法を盛り込む省令改正案をま

とめ、4 月 1 日付の施行を目指してパブリックコメントを募集した。しかし、1 月 8 日～2

月 7 日に寄せられた計 2,854 件のコメントは多くを反対が占め、「再生利用は汚染の拡大」

とする意見や「説明が不十分」「時期尚早」とする意見、農作物への風評被害を懸念する意

見などが見られた。このため環境省は、引き続きの検討や丁寧な説明が必要と判断し、3 月

29 日に省令改正を先送りする方針を示した17。 

 

（3）南相馬市における実証事業 

 南相馬市における実証事業は、2017 年に小高区行津の東部仮置場で実施された（片岡 

2019; 木田 2019）18。小高区は 2016 年 7 月に避難指示が解除されている。実証事業は 2015

 
14 中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第 2 回）2015 年 12 月 21 日、資

料 3。また、2016 年 12 月の戦略検討会では、除染に携わる企業などから成る除染・廃棄物協議

会が、2.7 万立方メートルまで最終処分量を減らせるとする試算を示した。中間貯蔵除去土壌等

の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第 5 回）2016 年 12 月 12 日、資料 3-2。 
15 環境省「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略 戦略目標の達成に向けた見直

し」2019 年 3 月

（http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/investigative_commis

sion_review_1903.pdf）。 
16 推計の根拠となった試算は、以下を参照。中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦

略検討会（第 9 回）2018 年 12 月 17 日、資料 4。同（第 10 回）2019 年 3 月 19 日、資料 2。 
17 ただし、2020 年 8 月に大島堅一・龍谷大学教授が情報公開請求により入手した環境省の開示

文書によると、省令改正が延期された実際の理由は、除染土を用いた農地造成に関する方針転

換にあったと考えられる（大島 2020b; 2020c）。 
18 本事業については、環境省「中間貯蔵施設情報サイト」内にある「南相馬市東部仮置場にお

ける再生利用実証事業」のページ

（http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/recycling/minamisoma.html）を参照。南相馬市
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年 8 月に環境省が打診したもので、市が地権者の合意を得て、2016 年 12 月に事業契約が結

ばれた（まさの 2017: 191）。費用は約 5 億円とされる19。事業は防潮堤や道路の基盤材を想

定し、仮置場に保管された除染土のうち約 1,000 立方メートル（約 1,000 袋）を使って盛土

を造成するもので、除染土から木くずなどの異物を取り除き、3,000Bq/kg 以下の土を分別し

た上で試験用の盛土を築き、表面を別の土で覆う。空間放射線量、作業員の被曝線量、浸出

水などをモニタリングし、終了後に盛土構造物は撤去される。事業が開始されたのは 2017

年 4 月で、9 月に高さ約 2.5 メートル、幅約 20 メートル、長さ約 54.5 メートルの盛土が完

成した。全体で約 4,000 トンあり、そのうち約 700 トンを除染土が占める。 

 南相馬市は東日本大震災直後から、海岸防災林などの整備のためにコンクリートがれき

などの災害廃棄物を分別して再生利用することを国に要望した。環境省は当初こそ難色を

示したものの、2011 年 12 月、作業者の被曝は年間 1mSV 以下、一般人は 0.01mSV を上回

らないとする考え方に基づき、遮蔽効果のある資材で地表から 30 センチメートルの厚さを

確保することで、平均濃度が 3,000Bq/kg までの資材を利用することが可能との方針をまと

めた（環境省 2011; まさの 2017: 193–194; 日野 2018: 130）。こうした経緯から、国が除染

土の再生利用にあたって 8,000Bq/kg の基準を設けたことに対し、同市の桜井勝延市長は

2016 年 6 月 8 日に環境省を訪ね、従来の防災林事業との整合性を理由に同市内の実証事業

では 3,000Bq/kg 以下の除染土を使用するよう求めた（杉本 2016; まさの 2017: 193）。この

ため、実証事業で使われた除染土は平均 2,000Bq/kg 程度だったとされる。 

 他方、同じ小高区で計画された別の実証事業は、地元住民の反対により頓挫している（青

木 2019; 片岡 2019; 木田 2019; 谷川 2019）。計画は常磐自動車道の車線拡幅工事の盛土に

市内で発生した除染土約 1,000 立方メートルを使い、表面を通常の土で覆うものだった20。

2018 年 8 月 27 日に環境省が市に協力を打診し、門馬和夫市長は地元の理解次第としたた

め、同省は 12 月 14 日に市議会全員協議会で計画を説明した。平均 770Bq/kg の除染土を使

うとして安全性を強調し、26 日には工事予定地となる羽倉行政区の区長に住民説明会の開

催を申し入れたが、区長はこれを拒否する。2019 年 2 月 3 日には行政区の緊急役員会が開

かれ、出席した 11 人の全員一致で事業への反対が決まる。27 日には市民団体が 3,055 筆の

 

における除染等の詳細は、「南相馬市環境回復推進委員会」のページ

（https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/seikatsukankyo_josen/1/4710.html）を参照。 
19 「上限 8000 ベクレルの汚染土再利用 地元反発、3000 以下で実験 南相馬で実施」『毎日新

聞』2017 年 2 月 5 日。 
20 桜井市長は、利用可能な除染土は利用して仮置場を減らせば農業の復旧が進み、中間貯蔵施

設へ運び込む量を少なくすることは双葉町や大熊町にとってもよいと発言しており、2016 年の

時点で常磐道の車線拡幅工事に利用する可能性に言及していたとされる（木田 2019）。2018 年

1 月の市長選で敗れた桜井市長がその後に明らかにしたところでは、市は 2017 年、常磐道小高

インターチェンジの新設を国土交通省に要望したが、道路局長から約 60 億円の予算を環境省の

中間貯蔵施設関連予算から捻出する案が示されたため、小高 IC の建設および除染土の再生利用

に関して環境省と意見交換を行なった（TBS『報道特集』の特集「汚染土と復興～東日本大震

災から 8 年」2019 年 3 月 9 日放送）。こうした事実は、環境省が小高 IC の新設を見返りとして

除染土再生利用を進めようとした可能性を示唆している。 
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反対署名を集め、門馬市長に提出した。3 月 7 日、環境省が常磐道の通る小高区西部（周辺

12 地区）の行政区長に対する説明会を非公開で開催したところ、参加者の 10 区長全員が反

対を示したため、同省は当初予定していた 3 月中の施工開始を延期することになった。 

 

（4）飯舘村における実証事業 

 飯舘村における実証事業は、2019 年に帰還困難区域の長泥行政区で開始された（万福 

2019）21。2017 年 11 月 20 日に村が長泥行政区における環境再生事業の実施などを要望した

とされ22、22 日には村内の除染土を使って農地を造成する再生利用について、村と行政区、

環境省で合意が取り交わされた23。有識者会合における検討を経て、2018 年 6 月 1 日には、

「基本的考え方」における再生利用の用途に園芸作物・資源作物の栽培を想定した農地が追

加された24。村内で保管している除染土のうち 5,000Bq/kg 以下のものから岩石や草木などを

取り除いて盛土に使い、表面を通常の土で 50 センチメートル覆土した上で園芸作物や資源

作物を栽培する農地に転用を図る計画で、事業費は約 14 億円である。作物への影響がない

と確認した後で本格的な栽培に着手し、地域の営農再開へとつなげるとされた25。事業は

2019 年 5 月から開始され、6 月には資源作物の栽培が始まっている。 

 村内には約 230 万袋の除染土が保管されている一方で、村南部に位置する長泥行政区は

帰還困難区域のため本格的な除染が実施されてこなかった。村は農地が仮置場に使われる

ことで営農や帰還が妨げていると考え、再生利用を通じて仮置場を減らすとともに農業再

生を目指す意向である。2018 年 4 月には長泥行政区の約 17％にあたる 186 ヘクタールが

「特定復興再生拠点区域」（復興拠点）に認定され、2023 年春の避難指示解除を目指した除

染や家屋解体が進められることになった26。再生利用の事業はこの整備計画に盛り込まれて

おり、復興拠点のうち 34 ヘクタールが事業に使われる。地元では、再生利用の受け入れが

拠点整備との交換条件だったと認識されており、長泥行政区の区長は「苦渋の選択」と語っ

ている。 

 
21 本事業については、環境省「中間貯蔵施設情報サイト」内にある「飯舘村長泥地区における

再生利用実証事業」のページ

（http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/recycling/iitate.html）を参照。 
22 中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第 8 回）2018 年 3 月 29 日。 
23 飯舘村「長泥地区・環境再生事業の会見（11 月 22 日）」2017 年 12 月 1 日

（https://www.vill.iitate.fukushima.jp/site/photonews/2970.html）。 
24 再生資材の用途として農地を検討すべきとの意見は 2015 年 7 月の戦略検討会から出されて

いたが、その時点での環境省は、農地はハードルが高いのでとりあえず土木資材を中心に提案

していると応じている。中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第 1 回）

2015 年 7 月 21 日、議事録。 
25 2020 年 8 月には、環境省が覆土せずに食用作物も栽培しようとしていることが明らかになり

（大島 2020b; 2020c）、菅野典雄村長は聞いていないと反発を示した。 
26 拠点外の約 900 ヘクタールについては、避難指示の解除時期や除染の見通しが示されていな

い。2020 年 2 月に村は拠点外を含む帰還困難区域の避難指示を 2023 年に一斉解除するよう国

に要望書を提出し、5 月には拠点外に復興公園を整備するなどとした一括解除方針案をまとめ

た。これを受け、政府も拠点外は除染せずに避難指示解除する方向で最終調整に入っている。 
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（5）二本松市における実証事業計画 

 環境省は 2017～2018 年に二本松市でも実証事業を計画したが、地元住民の反対により撤

回している（青木 2019; 谷川 2019）。計画は、原セ地区の仮置き場で保管する約 500 立方

メートル（約 500 袋）の除染土から有機物や金属などを除去した 1,000Bq/kg 程度の土を、

同地区才木の市道を舗装する建設資材として再生利用するもので、除染土を使った路床の

上に砕石や土砂による路盤材を敷設してアスファルト舗装し、合わせて 50 センチメートル

以上の被覆となる27。避難指示区域に指定されていない自治体で初めて実証事業を実施して

事業の安全性を確認することで、再生利用の促進につなげる目的があったとされる。 

 環境省が県内の自治体に協力を打診したところ、二本松市が地元の理解を前提として前

向きな姿勢を示し、2016 年 11 月に実証事業の候補地を伝達した。これを受けて同省は 2017

年 2 月に調査の是非を地元に確認し、了承を得られたとして、市とともに事業内容の検討に

着手した。10 月 6 日には地元で説明会を開催し、全 21 世帯中 9 世帯の参加をもって事業へ

の了承を得られたとして、12 月 5 日に市議会で説明を行ない、27 日に原セ地区全体の約 300

世帯に事業概要を記した書面を回覧した。だが、回覧板で初めて実証事業を知った市民が反

対運動を開始し、2018 年 2 月 20 日に環境省、3 月 9 日には市に対し、それぞれ事業の撤回

を要求する。環境省は 2018 年度中にも施工を終えてモニタリングを始める予定を崩さず、

3 月 29 日に地元企業などからなる除染・減容事業協同組合と契約を結んだ上で、4 月 18 日

と 26 日に改めて地元で説明会を開催し、5 月 9 日と 17 日には市民主催の会合にも出席して

説明を重ねたが、5 月 21 日に市民団体が約 5,000 筆の反対署名を環境省に提出するなど、

反対は収まらなかった。そのため環境省は組合との契約を解除し、風評被害を懸念する意見

が多かったことなどを理由に、6 月 25 日に市へ事業計画の再検討を伝達し、計画を事実上

断念した。 

 

2.3 福島県外における除染土の埋立処分 

 

（1）除染土の保管状況と埋立処分計画 

 特措法の処理枠組みでは、福島県内の除染土は減容化した上で中間貯蔵施設に搬入する

ことになっているが、福島県外の除染土は国が定める方法に従って処分するとしているだ

けで、処分方法は策定されていない。このため環境省は、2017 年 9 月から環境回復検討会

の下に「除去土壌の処分に関する検討チーム」を設置し28、福島県外における除染土の処分

方法に関する安全確保などについて有識者による検討を開始した。 

 
27 中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会（第 8 回）2018 年 3 月 29 日。 
28 環境回復検討会（第 17 回）2016 年 12 月 20 日。検討チームの議事録と配布資料は、環境省

「除染情報サイト」内の「除去土壌の処分に関する検討チーム」のページ

（http://josen.env.go.jp/material/disposal_of_soil_removed/）に掲載されている。 
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（出所）環境省「除染情報サイト」（http://josen.env.go.jp/soil/storing_status_removed_soil.html） 

図 5 保管場所の土地所有者別の保管量及び箇所数の内訳（2019年 3月末現在） 

 

 福島県外の自治体における除染実施計画に基づく面的除染は 2017 年 3 月末時点で完了し

ているが29、除染終了後も除染土の処分先は決まらず、約 2 万 9,000 箇所の除染現場や仮置

場での一時保管が続いている。汚染状況重点調査地域の指定を受けた岩手・宮城・茨城・栃

木・群馬・埼玉・千葉の 7 県 56 市町村のうち 53 市町村が除染土の保管を継続しており30、

公園や学校、農地などで保管している除染土は、2017 年 3 月末時点で計約 33 万立方メート

ルに上る31。全保管量の約 85%は市町村等の所有する公有地で保管されているが、箇所数で

見ると約 90%が民有地で保管されており、1 箇所あたりの保管量は小規模のものが大半を占

める（1 立方メートル未満のものが約 40%、2 立方メートル未満までを含めると約 70%）。

現場保管のうち圧倒的多数は地下保管（保管量の 87％、箇所数の 98％）である32。2018 年

9 月の検討チーム会合で環境省が示した、福島県外の汚染状況重点調査地域のうち除染土を

保管している 7 県および 56 市町村等から回答を得たアンケート調査（複数回答可）によれ

ば、除染土を地下で現場保管している場合の地上部の状況は、学校・公園等、比較的長時間

利用しているが最も多い 76％で、人の往来があるのは 43％、駐車場等で一時的な利用があ

るのは 37％。人の往来や利用はめったにないは 43％だった33。 

 袋に詰めて埋めている除染土を袋から出して埋め直すことは、法的には保管から処分へ

の移行を意味する。同じアンケートでは、保管している除染土を将来的に用地確保して処分

する考えであるとの自治体は 16％、再生利用による活用を考えている自治体は 11％にとど

まり、81％は「その他」（今後検討する、保管を継続・強化する、処分も再生利用も困難で

ある、国が選択肢を検討・提示してほしい、国・県・東電による処分や市町村外での集約処

 
29 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 1 回）2017 年 9 月 4 日、資料 2。 
30 各自治体の保管量等は、環境省「【令和 2 年 3 月末時点】汚染状況重点調査地域（福島県

外）における保管場所の箇所数及び除去土壌等の保管量」

（http://josen.env.go.jp/zone/pdf/removing_soil_storage_amount_r02_03.pdf）を参照。 
31 環境省「除染情報サイト」内の「福島県外における除去土壌の保管状況」のページ

（http://josen.env.go.jp/soil/storing_status_removed_soil.html）を参照。 
32 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 1 回）2017 年 9 月 4 日、資料 2。 
33 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 3 回）2018 年 9 月 3 日、資料 2。 
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分を要望する、など）を選んだ。将来的に用地を確保して処分したいとした自治体でも、80％

は現時点で処分場所として検討可能な用地はないとしている34。また、検討可能な用地があ

ると答えた 1 自治体も、具体的な場所は決まっていなかった35。 

 第 1 回の検討チーム会合では、収集運搬と保管については施行規則があるのに対し、処分

についてはないことから、埋立処分の方法を検討することが説明された。2011 年 6 月の原

子力安全委員会「当面の考え方」では、除染土を含む汚染廃棄物について、「再利用」はク

リアランス・レベルの設定に用いた基準以下となることが確認される場合に限り可能であ

るとしており、「処分」は適切な評価に基づいて管理終了後も安全が確保されるとの判断を

前提に行なうとしている36。このため環境省は、今回の埋立処分は市町村等による適切な管

理を伴う処分であるとして、「当面の考え方」にある管理を伴わない処分とは区別されると

位置づけている37。これはクリアランス・レベルとの矛盾を否定するための説明である。 

 環境省は 2018 年 1 月 31 日、除染土の埋立処分に伴う作業者や周辺環境への影響等を確

認することを目的として、茨城県東海村と栃木県那須町で実証事業を実施すると発表した。

実証事業の結果を踏まえて、特措法施行規則と埋立処分のガイドラインを作成することが

目指されている。事業は、各自治体で保管されている除染土を保管場所から運搬し、埋立終

了後に別の土で表面を覆うもので、埋立処分の工程における埋立場所および敷地境界の空

間線量率、大気中の放射能濃度、作業者の個人被曝線量、浸透水中の放射能濃度などを測定

し、安全性を確認する38。埋立にあたっては、除染土の収集・運搬や保管と同様に、処分量・

処分年月日・担当者名等の記録を保存するとされている39。 

 実証事業の実施に際して、検討チーム委員は 2018 年 11 月 19 日に那須町、29 日には東海

村と意見交換の場を設けている40。また、2019 年 2 月 8 日には、東海村の日本原子力研究開

発機構（JAEA）原子力科学研究所敷地内で自治体職員向けに実証事業の視察と埋立処分に

関する意見交換が実施され、29 自治体から 55 名が参加した。参加者からは、現場保管して

いる除染土を掘り返すのは危険との住民感情がある、除染土を 1 箇所に集約しようとする

と場所の選定が難しい、集約場所は国で確保してほしい、除染開始時に集約場所の選定を試

みたが反対がありできなかった、などの意見が出されたとされる41。 

 環境省は 2019 年 5 月、実証事業により安全に埋立処分を実施することが可能であること

を確認したとする「除去土壌の埋立処分に係る実証事業の結果について（中間取りまとめ）」

を公表した42。その後、ガイドラインの策定に向けた検討が続けられている。 

 
34 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 3 回）2018 年 9 月 3 日、資料 2。 
35 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 3 回）2018 年 9 月 3 日、議事録。 
36 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 1 回）2017 年 9 月 4 日、参考資料 2。 
37 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 1 回）2017 年 9 月 4 日、資料 3。 
38 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 2 回）2017 年 12 月 19 日、資料 2。 
39 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 2 回）2017 年 12 月 19 日、資料 2。 
40 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 4 回）2019 年 3 月 15 日、資料 1。 
41 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 4 回）2019 年 3 月 15 日、資料 1。 
42 環境省「除去土壌の埋立処分に係る実証事業の結果について（中間取りまとめ）」2019 年 5
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（2）茨城県東海村における実証事業 

 茨城県東海村における実証事業は、村内で保管されている除染土を JAEA の原子力科学

研究所敷地内に持ち込んで埋立処分するものであり、2018 年に実施された43。700 立方メー

トルの区画を 2 つに区切り、350 立方メートルずつ 1.5 メートル（除染土 1.2 メートル＋覆

土 0.3 メートル）の深さで埋め立てる計画であった44。2018 年 7 月 12 日に環境省と村が協

定書を締結すると、8 月から除染土の輸送が始まり、9 月から 10 月にかけて区画の造成と

埋立が行なわれ、覆土の上で地下水の放射能濃度を測定するなどのモニタリングが開始さ

れた。埋立量の実績値は、2 つの区画で 351 立方メートルと 290 立方メートルであった45。

11 月 29 日には検討チーム委員が実証事業の現場を視察し、村と意見交換を行なっている。 

 茨城県内では約 5 万 4,000 立方メートルの除染土が 18 市町村で保管されている。村内の

除染土は約 2,740 立方メートルで、豊岡なぎさの森や真崎古墳群の 6 箇所で保管されてい

た。住民からは早く持って行ってほしいとの要望が相次ぎ、村も環境省に対応を求めていた。

山田修村長は事業が住民の安心につながるとし、2018 年度の当初予算に実証事業の費用約

3 億 7,000 万円を計上した。そのうち 3 億 1,700 万円は環境省の補助金でまかなわれ、事業

は村の委託を受けた JAEA が担う。当初は国費で除染した 2 箇所だけが事業の対象とされ

たが、村が除染した 4 箇所も対象に含めるよう要望したため、村内で保管されている全ての

除染土が原子力科学研究所敷地内に集約され、実証事業に使う分を除いた約 2,000 立方メー

トルも別の区画に埋め立てられることになった。 

 

（3）栃木県那須町における実証事業 

 栃木県那須町における実証事業は、2018 年 10 月から伊王野地区の町有地である山村広場

で実施された（伴 2018; 青木 2019）46。広場内にあるテニスコート跡地で保管されている

除染土を同広場内に埋め立てるもので、地中に袋に入った状態で保管されている除染土約

350 立方メートルをいったん掘り起こして取り出し、同じ場所に深さ約 2 メートルのすり鉢

状のスペースを設けて遮水シートなどを敷き、その上に袋を破いて除染土を埋め戻し、別の

土により約 30 センチメートルの高さで覆う。埋立区画の深さは東海村と同様に 1.5 メート

ルで、地中に浸透した雨水を集水・採取できる構造とする47。使う除染土の汚染濃度は

2,500Bq/kg 程度とされた。 

 

月

（http://josen.env.go.jp/material/disposal_of_soil_removed/pdf/disposal_of_soil_removed_1905.pdf）。 
43 本事業については、環境省「除染情報サイト」内の「茨城県東海村での実証事業」のページ

（http://josen.env.go.jp/soil/demonstration_project_ibaraki_tokai.html）を参照。 
44 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 3 回）2018 年 9 月 3 日、資料 1。 
45 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 4 回）2019 年 3 月 15 日、資料 1。 
46 本事業については、環境省「除染情報サイト」内の「栃木県那須町での実証事業」のページ

（http://josen.env.go.jp/soil/demonstration_project_tochigi_nasu.html）を参照。 
47 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 3 回）2018 年 9 月 3 日、資料 1。 
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 福島県外における除染土は栃木県が突出して多く、2018 年 12 月時点で学校などおよそ 2

万 4,000 箇所に、あわせて 11 万立方メートル余りを保管していた。那須町では 2017 年 9 月

末時点で 8,574 箇所に約 23,700 立方メートルが保管されており、未だ民家や農地の負担が

大きい。2019 年 10 月には、台風 19 号の影響で、除染廃棄物を詰めた袋 1 個が保管先の住

宅敷地内から流出し、約 1.3 キロ離れた川の下流で、中身がない状態で見つかった。町は保

管者の負担軽減のため、将来的に除染土を 1 箇所の仮置場に集約する方針を示している。

2017 年 9 月に環境省が実証事業への協力を打診したところ、町はテニスコート跡地にある

除染土を使い他からは持ち込まないことを前提に、周辺住民 165 世帯に回覧板で事業内容

を周知した。目立った反対がなかったため、事業を通じて安全性が確認されれば早期の集約

や処分にもつながると考えた町は、12 月には環境省に協力することを伝えた。 

 その後、2018 年 3 月 5 日の町議会で周辺住民のみを対象とした合意形成手続きが問題視

され、14 日には市民団体から全町民向けの説明会を実施するよう求める申し入れが行なわ

れた。こうした声を受け、環境省は 6 月 8 日に説明会を開き、7～8 月頃に事業を開始して

冬までに結果の中間取りまとめを行なう方針を示した。説明会には住民ら約 100 人が参加

し、事業受け入れの経緯や実施場所の選定理由などについて説明を求める意見のほか、周辺

住民以外の町民に対する説明が不十分であるなどの意見が出された。7 月 10 日には環境省

と町が協定書を締結し、9 月 16 日の作業説明会を経て、10 月に事業が開始された。区画の

造成と掘り起し、埋立と覆土は 12 月までに完了し、埋立量の実績値は 217 立方メートルだ

った48。11 月 19 日には、検討チーム委員による視察と、町との意見交換が行なわれている。

埋立完了後もモニタリングが続けられ、2019 年 9 月に実証事業は終了した。同年 11 月 15

日に環境省と町が開催した結果説明会では、より高濃度の除染土でも安全と言えるのか、よ

り長期間のモニタリングを実施して判断するべきではないかなどの意見が挙がった。 

 

3 分析と評価 

 以上の経緯を踏まえて、規範的観点からの分析・評価を試みたい。第一に、分配的正義の

観点からは何が言えるだろうか。受益者負担原則に基づけば、福島第一原発から電力を供給

されてきた地域で除染土の再生利用・最終処分を行なうことは正当化できるかもしれない。

逆に汚染者負担原則や責任者負担原則に依拠するなら、汚染原因者・加害企業である東電や

原子力政策を推進してきた国の責任を重視すべきことになり、除染土を広範囲で処理する

よりも東電が保有する発電所敷地等で集約管理することが求められるかもしれない。 

 ただし、責任に応じた負担を求める場合も、広範な地域の市民が除染土を引き受けるべき

だとの考えは導きうる。気候正義における議論を参考にしよう。18 世紀後半以降の産業化

により北側諸国を中心に増大しつづけた二酸化炭素等の排出が南側諸国に現在居住する人

びとに深刻な影響を与えつつあり、また将来住むだろう人びとに一層深刻な影響を与える

だろうとの前提に基づくと、自らの先祖たちが大量に二酸化炭素を排出してきたために便

 
48 除去土壌の処分に関する検討チーム会合（第 4 回）2019 年 3 月 15 日、資料 1。 
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利で快適な生活を享受できている北側諸国の市民は、現在および将来の気候変動による地

球規模の悪影響に対して歴史的責任を負っていると主張しうる（宇佐美／阿部 2019）。これ

と同様に考えるなら、原子力発電から多大な利益を得てきた地域の人びととその子孫は、原

発事故による環境汚染に対して歴史的責任を負っているとの主張も可能である。さらに、温

室効果ガスの大量排出による気候変動への影響は 1980 年代頃まで一般的な知識になってい

なかったため、気候変動に対する過去世代の責任は軽減できるとも抗弁可能であるが、原子

力利用が放射性廃棄物を発生させることは当初から知られており、原発事故を帰結した日

本政府の原子力政策を批判する議論も国内にほぼ一貫して存在したため、原子力発電の恩

恵に与ってきた過去世代（より具体的には東電管内で生活を送ってきた人びと）をその無知

ゆえに免責することは、より難しい。したがって分配的正義の観点からは、（東電による費

用負担と国による適切な補償を前提に）除染土を少なくとも東日本の一部地域で再生利用・

最終処分することの妥当性は否定されないだろう。 

 第二に、手続的正義の観点から検討しよう。まず合法性に関しては、多くの疑義がある。

最も問題にされているのは、除染土再生利用を可能とする 8,000Bq/kg の基準がクリアラン

ス・レベルの 100B/kg と整合するかどうかである。従来は低レベル放射性廃棄物として厳重

に扱われ、基本的には地中処分されてきた 100Bq/kg を超える物質が、限定的にせよ全国の

道路などに活用されることは、きわめて大きな制度変更である。前述した災害廃棄物の再生

利用では 3,000Bq/kg が基準とされていたことに比しても高水準であると言える。もともと

環境省は、指定廃棄物の基準を 8,000Bq/kg に定めたことが批判された際には、100Bq/kg は

再利用が可能な基準であり、8,000Bq/kg は焼却・埋立などの処理が可能な基準であるから矛

盾はないと説明してきた49。それにもかかわらず、除染土に関しては利用先を限定すること

や管理が伴うことを理由として 8,000Bq/kg まで利用可能としたため、従来の説明との整合

性も疑問視されることとなった。環境省および有識者会合の委員も、二重基準になるとの指

摘を強く意識し、矛盾はないとの説明に腐心してきた（杉本 2016; 日野 2018: 120）50。だ

が、条件付きでの再生利用が可能となれば、クリアランス・レベルは形骸化され、原発を解

体する際に出るがれき等も 8,000Bq/kg まで資源として扱われかねないとの懸念は絶えない

（まさの 2017: 169）。また、8,000Bq/kg という基準を決めた有識者会合での議論は、指定廃

棄物と同様の基準に合わせるため「結論ありき」で行なわれたではないかとの指摘も為され

ている。放射線影響に関する安全性評価検討 WG では、8,000Bq/kg 以下は安全に再生利用

が可能であるとの結論が導かれるまでに試算がやり直されている（日野 2019）。さらに、WG

の議事録が開示された際には試算のやり直しを誘導したと受け取れる環境省担当職員の発

言が削除されたため、情報公開・公文書管理の観点からも疑義が呈されている（日野 2018: 

 
49 環境省廃棄物・リサイクル対策部「100Bq/kg と 8000Bq/kg の二つの基準の違いについて」

（https://www.env.go.jp/jishin/attach/waste_100-8000.pdf）。 
50 「汚染土：二重基準隠し、再利用へ「理論武装」」『毎日新聞』2016 年 6 月 27 日。除去土壌

等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ（第 4 回）2016 年

2 月 24 日、議事録。 
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4 章）51。 

 このように大きな制度変更が法改正なしに行なわれようとしている点も問題である。特

措法には再生利用の記述がないため、環境省も当初は法改正が必要だとしていたが、再生利

用の「基本的考え方」をまとめた 2016 年には、再生利用は「処分」に含まれるとの法解釈

を示すようになった（日野 2019）。除染土は廃棄物とは異なり資源であるため処分ではなく

再生利用すると言う反面で、法的には「処分」の一形態であるため法改正は要さず、省令改

正のみで足りるとしたのである（熊本 2017）。再生利用を可能にする環境省令の改正は当面

見送られているが、改正が実現すれば、汚染濃度が同水準の低レベル放射性廃棄物に比べて、

きわめて簡素な手続きによる「処分」が可能となる（大島 2020a）。 

 次に包摂性・透明性をめぐっても、多くの問題を指摘できる。省令改正案や「再生利用の

手引き」案には、住民の関与や情報公開についての規定がない（大島 2020a）。実質的に再

生利用の議論を主導してきた放射線影響に関する安全性評価検討WGは非公開で行なわれ、

現在もすべての開催状況が明らかになっているわけではない。除染土は全国で再生利用さ

れうるが、パブリックコメントを除いては、幅広い国民を巻き込んだ議論の機会が設けられ

たとは言えない。各種の実証事業を計画・実施する過程では、地元住民に対する事前の周知

が行き渡っていないケースが多く、後になって事業を知った住民への説明会が開かれた場

合も、住民からの意見聴取の機会は十分に確保されなかった。南相馬市や二本松市における

実証事業への反対運動では、約束した搬出の期限を過ぎても除染土が仮置きされたままで

ある上に、県外で最終処分すると言いながら後になって県内の道路などで半永久的に利用

するのは筋道が通らないとの不満を口にする住民が目立った。国が住民から誠実性を疑わ

れ、信頼を失っていることは、アカウンタビリティの不備を示している。総じて言えば、手

続的正義の観点から国の政策を正当化することは難しいだろう。 

 第三に、合理性の観点からはどのように評価すべきだろうか。まず政策の有効性に関して

言えば、8,000Bq/kg の基準が妥当かという安全上の懸念は前述した通りであるが、それに加

えて再生資材の管理期間や管理体制をめぐる懸念も存在する。環境省は記録を保存して管

理を継続していくことを理由にクリアランス・レベルとの矛盾は存在しないとしてきたが、

いつまで管理するのかは曖昧にしている。省令改正案にも「再生利用の手引き」案にも、管

理期間に関する記載はない（大島 2020a）。2016 年 1 月に開かれた放射線影響に関する安全

性評価検討 WG では、盛土など土木構造物の耐用期間は 70 年である一方で、5,000Bq/kg の

除染土が 100Bq/kg まで減衰するには 170 年（8,000Bq/kg の場合は 191 年）を要するとの試

算が示されている（日野 2018: 109–110; まさの 2017: 179–181）52。供用中と供用後で 200

年近く管理することは非現実的であり、それほど長期にわたって記録文書を保存できる制

 
51 「汚染土議事録：環境省、発言削除し開示 再利用誘導隠蔽か」『毎日新聞』2017 年 1 月 5

日。 
52 除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ（第 2

回）2016 年 1 月 27 日、資料。 
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度的な裏付けもないため（まさの 2017: 182）、実態としては捨てているだけになりかねない

（熊本 2017）。環境省は構造物に大規模な破損が生じても年間の追加被曝線量が 1mSv を超

えることはないとするが、地震や大雨で道路の陥没や崩壊などが起これば、除染土が流出す

る可能性はある。また、公共事業であっても受注するのは民間企業であり、過去に環境汚染

を起こした例もある（杉本 2016; 熊本 2017）。しかし、事故・災害による流出や不法投棄が

あった場合の原状回復義務や罰則規定は決まっていない（まさの 2020; 大島 2020a）。 

 こうした管理上の問題は、原子力規制庁からも指摘されている。放射線障害を防ぐ基準を

法令で定める際には、規制庁が所管する放射線審議会への諮問が義務づけられているため、

環境省は「基本的な考え方」を策定する過程の 2016 年 5 月、8,000Bq/kg の上限値などにつ

いて規制庁に打診した。この際、規制庁は具体的な管理方法をめぐる懸念を示し、十分な管

理ができない状態で利用するならクリアランス・レベルを守るしかないとして、審議会への

諮問を認めなかったとされる（まさの 2017: 214）53。 

 さらに、政策の有効性に関する別の問題として、再生利用先を確保できるかも疑わしい。

8,000Bq/kg 以下でも住民や処理業者の理解が得られずに処分が見送られている汚染廃棄物

は各地に数十万トンの規模で存在しており、指定廃棄物は 8,000Bq/kg を下回っても処分の

見通しが得られないためにほとんど指定解除が申請されていない。仮に 8,000Bq/kg 以下の

除染土をすべて再生利用するとしても、福島県内だけでは使い切れないと見られる一方で、

県内でも反対があるなか、福島県外での活用に理解を得ることは一層困難である54。実現可

能な政策であるかが問われていると言えるだろう。 

 4 兆円以上の国費を投入して一旦は除去した土を、改めて巨額の費用をかけて再生資材化

し、道路や農地に利用することの必要性や効率性（比例性）も、大いに争いの余地がある。

2016 年 1 月の放射線影響に関する安全性評価検討 WG で JAEA が示した試算によれば、

8,000Bq/kg以下の除染土を再生資材として利用した場合の処理費用は 1兆 3,450億円とされ

る（日野 2018: 127）55。同じ試算では、100Bq/kg 以下で再生利用するために減容処理を施

した場合の処理費用は 2 兆 9,127 億円かかる上に、4 割の除染土は未処理にとどまることか

ら、再生利用の基準をクリアランス・レベルとすることは「合理的」でないとしている。し

かし、1 兆円以上を追加投入して再生利用を進めることがどれほど合理的であるかは定かで

なく、その支払いに東電が応じるのかどうかも見通せない。複数の角度から見て、除染土処

理政策の合理性が高いとは言いがたいと思われる。 

 
53 「規制庁：汚染土再利用、諮問認めず「環境省、説明不十分」」『毎日新聞』2017 年 1 月 9

日。「汚染土議事録：規制庁の懸念載せず 「家の庭で再利用か」」『毎日新聞』2017 年 2 月 4

日。 
54 前述した災害廃棄物の再生利用では 2016 年 9 月末までに南相馬市と浪江町、楢葉町で防災

林の造成工事などに約 35 万トンが使われたものの、全体の量から見れば限定的な利用にとどま

ったと言える（日野 2018: 131–132）。 
55 除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ（第 2

回）2016 年 1 月 27 日、資料。「原発汚染土再利用：「基準緩和でコスト削減」環境省が試算」

『毎日新聞』2016 年 8 月 3 日。 
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結論 

 本報告は、規範的政策分析の方法を用いて除染土の処理をめぐる国の政策を評価し、主に

手続的正義と合理性の点で問題が多いことを明らかにした。国は、以上で整理したような合

法性・有効性・効率性・必要性などに関する多くの疑義に対し、できる限り包摂性・透明性

を高めた議論の場で応答していくことを通じて、政策の見直しを図っていくべきである。ま

た同時に、分配的正義の具体化など他の規範的考慮についても一層の議論を喚起していく

ことが望ましい。それらの対応こそ、速やかに除染土の処理を進めるために必要な合意形成

の条件となるだろう。放射性廃棄物一般がそうであるように、除染土の処理は幅広い市民に

何らかの対応を迫る、逃れられない政策課題である。本報告が為しえた貢献はわずかであり、

この課題をめぐる公論の発展に向けて政治学が取り組むべき仕事は未だ多く残されている。 
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