
鴨川河川敷への放射能汚染木くず不法投棄事件の
経過と問題点

.2016年2月16日

滋賀県放射性チップを告発する会



の不法投棄事件＞とは

2013年3月に滋賀県高島市の鴨川河口周辺の琵琶湖畔（県有地）に、福島原発崩
壊により放出された放射能で汚染した「放射性木材チップ（木くず）」が不法投棄
された。その総量が310m3、1キロ当たり 12,000ベクレル（市民環境研究所測定、
滋賀県発表は3,900ベクレル）、空間線量0.9ttSV(2013年12月中旬計測）の木く
ずが河口付近から約500m、厚さ約30cmで敷き詰められ、付近の空き地にに77個
の土のう袋が不法投棄された。

＜放射能汚染チップ（木くず）

この不法行為について、私たちは、滋賀県に再々、撤去を求めてきたが、結果的
に1年近くも放置されたので、 「滋賀県放射性チッフ。を告発する会Jを結成し，
2014年l月30日に廃棄物処理法違反で刑事告発をした。そして、犯人Aが起訴さ
れ、その判決が同年12月2日に出された。

この裁判の中で明らかになったことは、
1）被告Aは、福島県の製材所から放射能汚染木くず約5000トンを引き受けた。
2）この処理費（賠償金）として東京電力は被告Aに4億円を支払った。被告は、適

法に処理せず、全国6県等に持ち込み、 「野ざらし放置j、 「不法投棄J、
「堆肥化し市場に拡散Jし、膨大な利得を得た。

3）滋賀県に不法投棄されたものは、県の立ち会いで撤去され、前橋市の破砕工
場を経て、燃料として流通したものと推定できる。（前橋市記者会見）

このように、本件は、放射性廃棄物自体が生み出した新たな利権構造と、とのよ
うな方式で放射能を全国に拡散させている我が国の環境行政の不当性を明らかにし
た象徴的事件である。
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iiストップ全国放射能拡散！ ! 
潜賀県放射性チップの全容解明
滋賀県は氷山の一角！！
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滋賀県高島市への放射能汚染木くず不法投棄事件

1) 2013年3月15日、 Aが滋賀県高島市鴨川河川管理用通路門扉のカギを土

木事務所から借りる。 (Aとは不法投棄事件の犯人）

2) 3月29日、県環境事務所が投棄されている木くずを確認したが何の対応も
せず。

3) 4月25日、木くずの搬入／放置を確認した住民が高島土木事務所に放射能汚
染木くずではないかと調査を要求。福島県本宮市の製材工場の木くずであ
ると後日判明。

4) 4月30日、住民の要請で木くずの放射能測定を実施し、 0.1μ,S/hrで異常
なしと判定。

5) 9月6目、台風17号（4ふ6目、相当量の降雨）。県関係機関が汚染調査を開
始し、空間線量0.41μ,S/hrを検出。 13日に立ち入り禁止看板を設置。
17日に放射能が最高3,000Bq/kgと発表。ブルーシートで覆う作業開始
し、 19日に終了。
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投棄現場
ブルーシートの下に汚染木くず



6) 10月3目、 Aに対して滋賀県が原状回復指示書を渡す。

7) 10月4目、 「汚染木材を琵琶湖湖畔に不法投棄した元官僚j を断定する
記事を雑誌フライデーが掲載。

8) 11月20日、 NPO市民環境研究所が独自調査を実施し、放射能値を
12,000Bq/kgと発表。これを受けて滋賀県が再調査し、 3,900Bq/kg
と26日に発表。

9) 12月14日、木くずの撤去作業が不法投棄者関係の業者によって開始。
搬出先を明らかにすることを滋賀県が拒否。

10) 2014年2月18日、滋賀県放射性チップを告発する会（以下告発する会

と略す）が不法投棄者を廃棄物処理法違反で刑事告発。

12) 3月4目、滋賀県が廃棄物処理法と河川法違反容疑で不法投棄関係者を刑

事告発。
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NPO市民環境研究所が分析試料を採取した地点と木くず
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13) 7月20日、滋賀県知事が交代（嘉回から三日月へ）。

14) 9月25日、滋賀県警が廃棄物処理法および河川法違反でAを逮捕

15) 11月6日、大津地裁でAの第1回公判。 12月2日に結審し、有罪判決。

16) 12月5目、滋賀県は木くずが持ち込まれた自治体関係機関を訪問。滋賀県民には

自治体名を公表せず。

17) 12月19日、滋賀県が本件の総括文書を公表。

18) 2015年4月11日、 「見張り番大津Jの公開請求に対して滋賀県情報公開審査会

が木くずの搬出先自治体名の公表を答申。

19) 5月29目、告発する会の代表が大津地検へ保管記録開示を請求したが大津地検が
拒否し、その後の準抗告に対して大津地裁は開示を認めたが、大津地検が最高裁

へ特別抗告。

20) 9月16日、滋賀県が木くず搬出先を群馬県前橋市と開示。

21) 12月14日、最高裁が大津地裁の決定を一部取り消し、搬出先地名などの閲覧禁

止の判決。ただし、市町村名や番地を除く搬出先が開示されることとなった。

22) 2016年2月5日に大津地検で、 3通（23枚）の証拠書類を告発する会メンバーが
閲覧し、搬出先の県名や搬出量を確認した。

撤去作業中の投棄現場
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木くずの搬入ルート（滋賀県調査による）
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滋賀県の結論
排出元である福島県内の製材会社から産業廃棄物として排出された木くずが、その

まま中間処理されることなく、東京都内の駐窓場から土のう袋に櫛包された状態で、
3月19日頃から4月26日頃までの閑にセミトレーラーにより鴨川河川敷に運搬され、敷
設・放置されたものであり、本事案は廃棄物処理法第四条違反（不法投棄）に該当す
るものと断定した。

（「一級河川鴨川およびその周辺における木くず不法投棄事業の総括J
平成26年12月滋賀県）による
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木くずは果たして一般廃棄物なのか
搬出時に放射能は測定されたのか

当該木くずに含まれる放射能の値を滋賀県は180～3,000Bq/kgであると報告
した。その後、 NPO法人が測定し、最大12,000Bq/kgであると発表したのを受け
て、県が再度測定したところ3,900Bq/kgであったとした。この両者の差異につ
いて、県は「木くずが置かれている状態で測定したものであり、 NPOは乾燥させ

たものを測定したものである。県は事前に環境省の確認を得た上で、環境省が定
めた「廃棄物関係ガイドラインj が示す放射性物質による汚染状況調査を行う際
の試料採取や測定方法に従い検査を実施しているj と述べて正当性を主張した。

まず問題になるのは福島から搬出された時点、あるいは鴨川に投棄された時点
での木くずの状態と放射能の値であって、県が採取した時点での値ではない。な
ぜなら、県の試料採取持は、大雨の後であり、木くずは大量の雨に爆された後で、
水分含量は極めて高い状態であった。それ故、投棄された木くずの放射能値を示し
ているわげがない。そこで、 NPOは大雨の影響のない木くずの状態を自然乾燥で

復元し、測定したのである。そ之で、投棄された産業廃棄物である当該木くずの
搬出元で放射能を測定した後に出荷したのか、マニフヱストがあったのかなどを

滋賀県に質問したが回答はなかった。滋賀県が測定した試料のように、水分を十
分含んだ状態のものが出荷されたとは思えない。不適切な検出方法で測定した滋賀
県とそれを認めた環境省は批判されるべきである。
今後も、このような産業廃棄物が大量に搬出され、全国に散乱する危険性があ

るから、滋賀県方式で高濃度汚染物が問題のない廃棄物として扱われないための

対策が必要である。

山梨県富士河口湖市で発見された放射能汚染木くず
(2014年4月2日撮影）
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木材チップの持ち出し先を滋賀県は
なぜ明らかにしなかったのか

滋賀県は搬出先に関する情報を、 「撤去先（処分場）の相手方に迷惑がか

かり、風評被害になるので、業者名や撤去先などを明らかにできない」と主張
してきた。このような主張が後刻明らかになった撤去先である前橋市の人びと
に迷惑を及ぼしたことを滋賀県は反省すべきである。
告発する会は大津地裁に対して裁判記録の開示閲覧を求める準抗告を行った

ところ、大津地裁の赤坂裁判官は、搬入先の都道府県名及び市町村名部分のみ
の閲覧を認めた。また、風評被害が発生するという理由による閲覧禁止につい
ては「滋賀県高島市のほか、九州，関東に木くずを搬出した旨を検察官が冒頭
陳述で述べているのだから風評被害は発生しているのであって、証拠書類にあ
る都道府県市町村名を閲覧したからと言って新たな風評被害が発生するもので
はないJから関覧は認められるべきであると結論づけた。

さらに、国の木くず利用基準（400Bq/kg）の10倍以上の放射能を含有するも
のを野ざらしにしていることの影響は懸念されるものであり、何ら科学的根拠の
ない単なる風評と言い切ることは出来ないと断じている。この判断は極めて常識
的であり、放射能の拡散を防ぐための基本的考えである。それに対して、滋賀県
は不法に投棄されたことを非難するだけで、他地域への不当な移動については問
題にしなかったのであり、その行政行為は大いに糾弾されるべである。

撤去作業現場
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投棄者が扱った木くずの行き先と処理法が不明

高島市に不法投棄したAが扱った木くずは5,000トンであり、その内の約
200トンが鴨川河川敷に投棄されたという。その余の木くずは何処に持ち込ま
れたのか不明である。ただし、 Aの刑事裁判での検察の冒頭陳述・結審の場
で、 「被告により搬出された福島第一原発事故由来の放射性木くず約5,000ト
ンは、今なお、北関東地域の「自有地に野ざらしJとなっている」と表明さ
れた。この5,000トンの放射能汚染木くずの処理はどのようになされたのか心
配である。被告によれば、 「農水省の通達により放射能汚染されていないも
のと当該木くずを希釈させて堆肥化して処分（流通）をさせるj ことが明ら
かになっている。農水書通達は放射能汚染の拡散を目論むものではなく
400Bq/kgという許容値以上の汚染物を他の資材で希釈させて使うようにと
言っているものではないはずである。もしも希釈すればよいと農水省や滋賀
県が推奨するならば、全国の農地の放射能汚染レベルを高め、取り返しのつ
かない事態を招来するものである。この点からも、滋賀県の不法投棄物に関
する情報隠し・非公開は、彼らがよく用いる「風評被害j を拡大させるもの
であると言える。

資料
国基準以下の放射性路棄物自治体に管理権限を

前橋市、国に要望書提出
東京新聞群馬 2015年10月10日

東京電力福島第一原発事故で放出された放射性セシウムに汚染された木くず
を、民間業者が前橋市に事前連絡なく市内で破砕処理していた問題で、山本龍
市長は九日、国の責任で処理する「指定廃棄物j の基準に満たないものでも、
自治体が処理をめぐり管理・監督できるよう求める要望書を国に提出した。
要望書は丸川珠代環境相宛て。市側は、国の基準値以下でも健康被害を心配

する住民がいるのに、産廃処理業者には放射性濃度の測定や記録義務がないこ
とを問題視。情報管理や処理の監督など一定の範囲内で自治体に権限を与える
制度を設ける乙とや、国が示した指定廃棄物の妥当性について国民の理解が深
まるよう周知の徹底を求めた。

この問題は今年九月に発覚した。滋賀県内で不当投棄された、指定廃棄物の
基準に満たない汚染木くずを、民間業者が二0一三年十二月～一四年二月に前
橋市内の産廃中間処理施設に運び破砕処理し、市外業者に売却した。前橋市は、
滋賀県が一四年十二月に知らせるまで問題を把握していなかった。また前橋市
も、滋賀県が情報公開請求に基づき処分先を前橋市と明らかにするまで公表し
ていなかった。 。II田篤志）
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0 所在地

山梨県南都留郡
近江西第一．林鼠融禍
（本件犯行現場）

工
干葉県に特殊地肥

所在地
山梨県

宮崎県

陸路運機象者 陸路軍撮業者


