
大崎住民訴訟 弁護団報告
２０２１年１１月３日（水）１９時００分～

大崎住民訴訟弁護団 弁護士 松 浦 健太郎



大崎住民訴訟とは？

宮城県大崎市において、福島第一原子力発電所事故により飛散した放射性物
質により汚染された廃棄物（８０００㏃／㎏以下）を、

試験的に一般廃棄物と一緒に焼却するための経費、及び焼却された廃棄物
の灰を最終処分場に埋め立てるための経費の支出が違法であるとして、

同焼却施設周辺の住民らが原告（提訴時１２４名）となって、大崎地域広域行
政事務組合から大崎市長に損害賠償請求をするよう求める訴訟。
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紛争の経緯
2011年3月11日東日本大震災発生 福島第１原子力発電所事故⇒大量の放射性物質が放出

宮城県大崎市にも大量の放射性物質が飛来

2011年8月放射性物質汚染対処特別措置法成立（8000㏃/kg以下の放射能汚染廃棄物を一般廃棄物として処分）

2016年11月宮城県知事が一斉焼却方針を表明 （ 8000㏃/kg 以下の放射能汚染廃棄物を一般廃棄物と混焼）

2018年6月宮城県大崎市の伊藤康志市長 8000㏃/kg以下の汚染廃棄物の試験焼却の実施を決定

2018年8月10日地方自治法２４２条第１項に基づく住民監査請求

9月13日 監査委員が上記監査請求を却下

10月11日大崎住民訴訟提訴

10月～放射能汚染廃棄物の試験焼却開始

12月5日試験焼却の差止請求仮処分命令申立て

2019年7月試験焼却第６クール強行

2020年7月15日～ 本焼却強行
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試験焼却とは？

★大崎市内外の３つの焼却施設で、４週間を１クールとし、１週目で混焼を実施し、２週目から
４週目で検証をするというもの

★本焼却 令和２年７月１５日～ 計約３９５０トン、終了まで約７年かかる見通し

第１クール 2018年10月１００㏃／㎏以下

第２クール 2018年11月１００㏃／㎏～４００ ㏃／㎏

第３クール 2018年12月４００㏃／㎏～１０００ ㏃／㎏

第４クール 2019年1月
１０００㏃／㎏～２０００ ㏃／㎏

第５クール
2019年2月

中央CCのみ
2019年6月

２０００ ㏃／㎏～４０００ ㏃／㎏

第６クール 2019年3月４０００ ㏃／㎏～８０００ ㏃／㎏
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出典：環境省ホームページ（環境省_セシウム134、セシウム137（広域と80km圏内） (env.go.jp) 5

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h30kisoshiryo/h30kiso-07-02-01.html


大崎市、色麻町、加美町、涌
谷町、美里町の位置関係
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大崎広域西部玉造クリーンセンター周辺図
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大崎広域西部玉造クリーンセンター周辺図（１㎞～４㎞）
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あ・ら・伊達な道の駅
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大崎広域中央クリーンセンター周辺図
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大崎広域中央クリーンセンター周辺図（１㎞～４㎞）
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大崎広域東部クリーンセンター周辺図

12



大崎広域東部クリーンセンター周辺図（１㎞～４㎞）
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大日向クリーンパーク周辺図
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大日向クリーンパーク周辺図（１㎞～４㎞）
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大崎地区の福島第一原子力発電所事故後の状況

宮城県内において放射性セシウムが多く堆積した地区であり、日常生活
に支障を来している。

① 日常において屋外での活動制限（呼吸等を通しての内部被ばく）

ex)側溝の泥上げは福一事故後一度も実際されず

② 農産物の出荷制限

（原木しいたけ・こしあぶら・ぜんまい・きのこ類・たらのめ・わらび）
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側溝の泥上げは福一事故
後一度も実際されず
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当事者

大崎地域広域行政事務組合を構成する普通地方公共団体の住民（１２４名）

大崎地域広域行政事務組合の長（大崎市長）

大崎地域広域行政事務組合：３カ所の焼却施設（西部玉造クリーンセンター、中央
クリーンセンター及び東部クリーンセンター）及びこれら三カ所で焼却された焼却
灰の最終処分場（大日向クリーンパーク）を設置、管理、運用

大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町の１市４町で構成される事務組合

原 告

被 告
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監査請求→訴訟提起

（住民監査請求）

第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体
の長・・・について、違法若しくは不当な公金の支出・・・がある・・・と認める
とき・・・は、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当
該行為を防止し、若しくは是正し、・・・又は当該行為・・・によつて当該普通
地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきこと
を請求することができる。

５ 第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、
当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により
請求人に通知する・・・

本件で
の処理
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監査請求→訴訟提起
（住民訴訟）

第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規
定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員
の監査の結果・・・に不服があるとき・・・は、裁判所に対し、同条第一項
の請求に係る違法な行為・・・につき、訴えをもつて次に掲げる請求を
することができる。

一 当該執行機関・・・に対する当該行為の全部又は一部の差止めの
請求

四 ・・・当該行為・・・に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請
求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関・・・に対して求める
請求。

訴えの変更

訴状：請求の
趣旨

伊藤康志

大崎地域広域
行政事務組合
長伊藤康志
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訴訟提起：訴訟物

「被告は、東日本大震災に伴う福島第一原発事故により発生した農林業系廃棄物
の焼却処理に関する試験焼却に関して、大崎地域広域行政事務組合の焼却施設
の処理等の経費及び最終処分場の埋立等の経費を支出してはならない。」

「被告は，伊藤康志に対し，金１６０１万２４７７円及びこれに対する２０１９年１１月
６日から支払済みまで年５分の割合による金員を大崎地域広域行政事務組合に
支払うよう請求せよ。」

訴状：請求の趣旨

訴えの変更

試験焼却の強行により公金支出
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違法性の承継

違 法

大崎地域広域行
政事務組合議会

大崎地域広域行政
事務組合管理者
大崎市長伊藤康志

本件試験焼却の
予算議決 試験焼却の決定

試験焼却についての予
算執行（公金支出）

大崎地域広域行政
事務組合管理者
大崎市長伊藤康志

裁 量
適 法

①覚書違反

②申し合わせ違反

③人格権侵害

違法性
承継

違法性
承継
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① 覚書違反

本件組合は、２００９（平成２１）年１１月１６日、水利組合との間で、下記内容の「覚
書」を締結（最終処分場からの放水に関して）

第２条 「施設へ搬入する一般廃棄物は、乙（本件組合）所管の焼却施設等から排
出される焼却灰及び災害等の残材を主なものとし、その他水質汚染のおそれのあ
る重金属物質を含む廃棄物は一切搬入しないものとする。」

第９条 「本覚書に定めのない事項、その他疑義が生じたときは、その都度甲（水
利組合）、乙（本件組合）はすみやかに協議の上対応するものとする。」
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① 覚書違反
⑴ ２条趣旨，目的，性格

★趣旨目的：本件最終処分場から環境や水質を守ること（水、土壌の実質的な
汚染を防止する、重金属を含む廃棄物に限定されない）

★性格：水利組合は、被告に対し、本件組合が廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律を遵守すること及び本件覚書を締結することを条件として、本件組合が
最終処分場の処理水を放水することに同意
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② 申し合わせ違反

大崎市岩出山池月上宮行政区協栄会（西部玉造クリーンセンターが設置されてい
る地域の住民によって構成されている行政区組織）が、統合前の玉造環境衛生事
務組合時代である１９８９（平成元）年９月３０日、本件組合との間で、「玉造ゴミ焼
却場開設に伴う環境保全に関する申し合わせ」を締結

４項 「ごみ焼却場の機能・設備等を変更する場合は地元住民に事前に説明し合
意を得るものとする。」

５項 「前項１～４について、住民から不安・疑問が出された場合は直ちにその改
善に努めます。」
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③ 人格権侵害

人格権とは？

人格に基づく，生存し生活をしてゆく上での様々な人格的利益」の帰属を内容とする権利を包括的
に「人格権」という。実定法上の根拠として民法７１０条、憲法１３条。

★本件では？

本件施設周辺に放射能汚染ないしそのおそれ

本件施設周辺への放射性物質の拡散により、原告ら、本件施設周辺地域に居住ないし生活する
者は、飲食や呼吸等を通じて内部被ばくする。

被ばくすれば、発がんリスクの上昇を初めとする健康被害が発生する。

放射性物質の拡散による内部被ばくにより、その症状が顕在化するのは相当期間経過後だとして
も、後にがん等の健康被害が顕在化するであろうという強い危惧感・不安感を感じる。

原告ら住民は日常的に、かかる危惧感・不安感を持ちながら生活せざるを得ないという苦痛を被っ
ている。
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③ 人格権侵害

人格権侵害 不法行為

損害賠償

差 止

対立利益
操業の理由

受忍限度論
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受忍限度論とは？
かかる受忍限度の範囲内か否かを判断するには、本件試験焼却を行うことによる原告らの被侵害
利益と、本件試験焼却を行う利益を比較する必要がある

>

原告らの被侵害利益 本件試験焼却を行う利益

放射性物質によって、後にがん等
の健康被害を受けるかもしれない
という危惧感・不安感

かかる危惧・不安が現実化した場
合には、重大な健康被害ないし死
亡という結果が発生！

大崎圏域に８０００㏃／㎏以下の廃棄物が１万５
５６８トン存在、公有地８ヶ所、民有地２６８ヶ所に
保管
農作業に支障

腐食しているものもあり、害虫発生、悪臭、汚泥
化による地下水の汚染

「焼却」を根拠づける理由とはならない！
例）地下隔離保管

人格権＝憲法１３条
生命健康の安全＝憲法１３条
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人格権侵害の中身

放射能汚染廃棄
物の焼却

放射性セシウム拡
散（放射能汚染）

内部被ばく
そのおそれ

①草野清信氏・モニタリングポスト放射線量率推移調査
②青木一政氏・リネン吸着法調査
③土壌汚染調査（南部正光氏の分析）
により放射性物質の拡散をデータで説明
※ バグフィルター９９．９％、９９．９９%遮断という被告の主張

→ 排ガス検査
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草野清信氏・モニタリング
ポスト放射線量率推移調
査（一部抜粋）
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②青木一政氏リネン吸着法調査

リネン吸着法とは？

リネン（麻布）を屋外に一定期間吊しておき，それを回収した後にゲルマニウム半
導体測定器で精密に測定し，リネン布に吸着された微小ばいじんのセシウム量を
測定するもの

設置場所は，環境省「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」（平成２１
年３月）に従って，本件施設を固定発生源として，風下方向に最大着地濃度発生
地点を１．５～２．０㎞程度と想定して設置
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③土壌汚染調査

★大崎市は、試験焼却実施前後において、土壌中の放射性セシウム濃度の分析を行い、その結果に
ついては同市ホームページで公開されている。

★これを原告側において調査分析

４７箇所の測定箇所のうち２５箇所で本件試験焼却後に放射能が上昇（本来ならば経時的に減少して
いくはず）

大崎中央クリーンセンター付近の地域内の測定地点であるが、この１７箇所中１５箇所で放射能濃度
が上昇

玉造クリーンセンター付近の鳴子地区が測定箇所となっているところ、３箇所の測定地点のうち２箇所
が３倍弱に急上昇

「岩１」から「岩１０」までも玉造クリーンセンター付近の池月地区が測定箇所となっているところ、１０箇
所の測定地点のうち放射能濃度が上昇している箇所は半数近くに上る４箇所
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A1 : 0.05

A5:ND(0.04)

A7: 0.20
A4: ND(0.03)

A2: 0.06
A3: 0.14

A6: 0.05

A8: 0.06

A9: 0.079

A10: 0.23

大崎市玉造クリーンセンター周辺リネン吸着法結果（2019.1.7～2019.3.31)

アメダス川渡

玉造クリーン
センター

A11:

A12

A13

資料1-②
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B1:0.02

B9:0.05

B8:0.22

B7:0.34

B6:0.12

B5:ND(0.04)

B4:0.07

B3 :0.04

B2 :0.05

中央クリーン
センター

大崎市中央クリーンセンター周辺リネン吸着法結果（2019.1.7～2019.3.31)

アメダス古川 B10

B11

B12

B13

資料2-②



大崎市中央クリーンセンター周辺リネン吸着法結果（2019.6.1～2019.8.31)

B1:0.04

B2 :ND(0.02)
B3 :ND(0.02)

B4:ND(0.02)

B5:ND(0.02)

B6:0.04

B7:0.24

B8:0.08

B9:ND(0.02)

B10:0.2

B11:0.15 

B12:0.10

B13:0.09

アメダス古川

中央クリーン
センター

資料2-③



大崎市東部クリーンセンター周辺リネン吸着法結果（2019.6.13～2019.8.30)

C1:ND(0.05)

C2:測定できず

C3: 0.04
C5: 0.73

C4: 0.18

C6:ND(0.04)

C7: 0.12

C8:ND(0.04)

C9: 0.08

C10: 0.47

C12:ND(0.04)

C11:測定できず

C13: 0.19

C14: 1本落下のため
データ不明

東部クリーンセンター

風向計測地点

資料3 –③



土壌調査・資料を入れる
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排ガス検査

★元々、被告がバグフィルターによる粉塵捕捉率を９９．９％と主張したり、９９．９
９%と主張していたことに対しての求釈明、すなわち、本件各焼却施設から放射性
廃棄物を含む粉塵が放出されているのか否かの釈明を求めたことから発展

★被告の主張する公定法の弱点を突いたところに裁判所が食いつく

公定法の弱点とは、公定法では検出限界値があるところ、検査対象の排ガスの収
集の時間と量を増やせば、検出限界値が下がるという点。これは、環境省のウェ
ブページで解説されている。
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排ガス検査
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排ガス検査

原告らは３つの方法を提案

①コールドトラップ法

②リネン吸着法

③公定法につき条件を変えて排ガス検査を行う

40



排ガス検査
③公定法の条件変更

固体の粒子をまず円筒ろ紙で捕捉し、捕捉しきれない排ガスは水に溶かして捕捉
し、両者とともにゲルマニウム半導体測定器で測定する

本訴訟で公定法による排ガス検査を行う場合の条件設定として、

ⅰ 排ガスの吸引時間が６．５日に伸長（ⅱにおいて５０％→２０％に変更のため）

ⅱ ゲルマニウム半導体測定器の感度が２０％程度

ⅲ ゲルマニウム半導体測定器による測定時間が４８時間（玉造CCでは０．２８時
間）
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内部被ばくによる健康被害のおそれ

内部被ばくによる健康被害は遅発性晩発性を有すると言われるように、すぐに
顕在化することは少ないが、時間をかけて我々人間のDNAを破壊し、がん等の
疾病をもたらすもの

★不溶性放射性物質論

不溶性の放射性セシウムを体内に取り込んだときは，代謝によって体外に排
出されることなく各臓器とりわけ肺胞に永く留まるため，代謝作用によって３０
日から８０日で体外に排出される可溶性セシウムに比して，その健康被害ない
しおそれは極めて深刻

42



内部被ばくによる健康被害のおそれ
（３）被告の反論

年１㎜㏜以下の被曝＝８０００㏃／㎏の廃棄物により受ける被ばく線量など
といい、これ以下の数値であれば受忍限度などという。

環境省ないし環境省が拠って立つＩＣＲＰの内部被ばく変換係数については、
体内に取り込まれた放射性物質について臓器ごとに均一に分散しているという
誤った前提で評価するという非科学的な前提に基づいたもの

ＩＣＲＰの基準が信用できないことにつき、IＩＣＲＰの成り立ち・組織としての変
容、科学者や他団体からの批判を挙げて反証
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今後の展望

★排ガス検査によって、例え微量でも、「漏れていること」を立証

★放射性物質は例え微量であっても、体内に入れば、局所集中的
かつ時間をかけて我々人間のDNAを破壊し、がん等の疾病をもた
らす

このような内部被ばくによる健康被害、そして、健康被害をおそれ
て生活しなければならないことを主張立証する

★試験焼却の違法性が認定されれば、現在行われている本焼却
の継続は難しくなり、それでも強行する場合には差止請求訴訟を提
起
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本訴訟の意義
住民が放射性物質による内部被ばくを受け、それによる健康被害、ある
いは健康被害を受けるおそれを感じることで、安心して生活する平穏生
活権が侵害されていることの救済

※ ２０２０年７月～約７年にわたり 本焼却を実施する（現在進行中）

放射能汚染廃棄物の焼却処分の危険性を知らしめ、隔離保管を広める

福島第１原子力発電所事故の証拠物をなくさない（放射能汚染廃棄物と
いう証拠の隠滅行為）

女川原発他、原発再稼働問題を考える上での事故リスクを認識させる
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