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福島（飯舘村・南相馬・相馬）フィールドワーク報告 

                               2012.7.27 住本 

・日程 ：  2012.7.10（火）～11(水)                 

・参加者：  5 名（木村、園田、酒井、溝辺 、住本） 

 （住本は昨年 3月以来、この地区で支援活動を行ってきたが、4名は相馬地方へは初訪問） 

 

◆１：【目的】 

① 相馬の女性の働く職場づくり支援の一環としてのみらくるキャップ訪問 

② 相馬地方の森林・バイオマスの状況(3.11震災前、後)・課題の把握と意見交換 

◆２：【スケジュール】 

① 初日；7.10（火）福島駅 9時集合、車 2台で出発 

飯舘村役場 ➜ 南相馬市役所 ➜ 箱崎林業 ➜ 相馬地方森林組合 

➜ 相馬  

（なお、南相馬、相馬ともホテルは満室で確保できず、みらくるキャップお店の２階

に泊めていただいた― 感謝！） 

② 二日目；7.11(水) 相馬港 ➜ 相馬市役所 ➜ みらくるキャップ ➜ 相馬市玉野地区

（放射能の高線量の山間地域）➜ 福島駅 夕方 5時半（解散） 

 

◆３：【概要】 

・みらくるキャップは、支援の拡大の打合せを持ったが、女性の雇用確保にはいっそうの

量的拡大が必要。市民キャビネット関係者のさらなるご支援をお願いしたい。 

・相馬地方の森林では、大規模化が進み始めていた矢先に原発事故を受けて、努力が無駄

になってしまった。汚染の山林には立入りができない状態にある。汚染の少ない山で  

林業活動が細々と行われている。山林の除染については、国、県の具体化が全く見えな

い状態であり、先々の見通しが立たず、厳しくつらい局面が続いている。東電の補償も

営業実績方式のため、林家の補償はなく、このため、森林組合としては東電には立木の

財産としての補償を請求しているが、答えは返ってきていない。 

・今後の活動の中で今回のフィールドワーク活動結果を生かしてゆきたい。 

 

◆４：【個別報告】 

【目次】： 

●１：みらくるキャップ         ― ページ２ 

●２：飯舘村役場                 ― ページ２ 

●３：南相馬市役所                   ― ページ３ 

●４：箱崎林業                       ― ページ３ 

●５：相馬地方森林組合               ― ページ４ 

●６：相馬の建設コンサルタント 高橋正則 庄建技術(株)技師長 兼 技術部長― ページ５ 
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●７：相馬市役所                  ― ページ５ 

●８：相馬市玉野地区  

大橋工業 社長 大橋芳広 氏   ― ページ６ 

 

【本文】： 

●１：みらくるキャップ      

 

・新規展開についての具体化の木村さん案件、     

溝辺さん案件の詰めの検討を行なった。 

・みらくるキャップは、支援の輪が広がって 

きてはいるが、まだまだ量的拡大による女性 

の雇用に結び付く面では不足。 

➜ 市民キャビネットの関係者の皆さまのさ  

らなるご支援をお願いしたい。 

・「みらくるキャップ」の問い合わせ先：      

相馬市― ０２４４（３６）０５０４ 

高橋和美( 090-2025-9113 )    

みらくるキャップのホームページ（かぶり方  

の動画も）― 

http://shiensoma.net/?p=8166  

メール： info.konoyubi@gmail.com   

昨年10月13日、NHKテレビのスタジオパークで取り上げられた。ユーチューブで NHKテレ

ビの動画あり―  URL http://www.youtube.com/watch?v=ctlu8K5a418   

NHKの文章は URL http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/200/98166.html 

 

●２：飯舘村役場 飯野出張所 復興対策課 主任主査 兼 農政係長 石井秀徳 氏 

・森林が村面積（230k ㎡）の 7 割を占める。うち半分が国有林― この中は把握できてい

ない。 

国有林の中は、村としては把握できていない。 

・戦前は薪炭― 広葉樹の木炭生産だった。ナラやクヌギなど。 

・寒いので、杉は植林しても伸びはよくない― 雪で折れたり、寒さでやられたりしている。 

・杉、檜はこれから 5 年、10 年で伐期が来る。伐採は一部始まってはいるが、統計上はわ

ずか。 

・森林組合には、公有林の維持管理を依頼していた― 林業の雇用になっていた。 

・山は農家の所有で、林業だけで生計を立てている人はいない。 

・計画的避難区域になり、林業としての施業ができなくなった。 

・山の除染を行わないと、台風や雨で下流が汚れる。 

 しかし、山の除染は、やっても費用対効果が悪い― 3 千億～4 千億円かけても、10％下

http://shiensoma.net/?p=8166
mailto:info.konoyubi@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=ctlu8K5a418
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/200/98166.html
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げられるのかと、心配だ。 

・3.11 震災前は木質バイオマスはなかった。 

・木質バイオマスの発電は、6 万㎥必要だが、これは飯舘村の年間成長量に相当し、一村で

はこの材の供給はできない ➜ 広域化が必要だが、飯舘村のものを南相馬には持ちこめ

ないだろう（放射能汚染） 

・林業従事者は、ほとんどが 60 歳代なので、若い人にいきなりチェーンソーを持たせるの

は危険だ。 

・国、県とは山の除染を進めるという方針はあるが、具体化の議論はまだない。 

森林は何らかの除染が必要だが、出てくるゴミをどうするかが大きな課題。中間仮置き

場、最終処分場が決まらない。最終処分場が決まらないと、いつまで仮置き場だ、とな

ってしまう。 

・森林の除染は、方法がない― 空間線量とお金が一番の問題。 

 

●３：南相馬市役所  農林放射線対策課 再生係長  平田三男 氏   

                   除染係主査 橋本弘延 氏 

 ・山は拡大造林事業で植林を行ってきたが、手入れが不十分で、伐期を迎えているが用

材として成長が不十分な状態だ。民有林が 1.3万 ha（うち 5千 haが人工林）、国有林

が 0.9万 ha。民有林は、かっては薪炭の生産が盛んで雇用があった― 炭にできずにマ

キだった。 

・用材価格は、昭和 55年比で 10分の 1になってしまった。パルプ用のチップ化事業を 2

社が行なっていた。 

⇒ この中で、森林・林業再生プランとして、間伐材を燃料用チップにして、東北電力

原町火力発電所で今年から燃料にする計画（石炭 600万トンの 1％分の 6万トンを、フ

クシマから 4 万トン、その他から 2万トンの調達計画）が進んでいたが、震災で大変

更となった― 火力発電所が被災して復旧していない。 

・森林の木には、外皮だけでなく、芯にも放射能が入っていて、用材としては活用が難し

い。外皮から入ってくるのか、根から吸い上げるのかが、どちらなのかが、わかってい

ない。 

・3.11震災後、国は森林の本格的な除染の明確な具体策の提示がない。 

 

 

●４：(株)箱崎林業箱崎亮三 常務取締役（また、箱崎氏は、NPO 実践街づくり理事長）  

・本業の木材チップ製造・販売（紙パルプ会社へ）は、森林の放射能汚染で休業状態。 

会社の工場は、以下を参照 

http://www.minami-soma.com/hakozaki-ringyo/annai.html  

・南相馬は津波、原発と、日本さらには世界共通の問題が噴き出している所で、ここが   

モデルになることの意味がある。土地利用が災害前に戻るのに 20 年間はかかる。 

 

http://www.minami-soma.com/hakozaki-ringyo/annai.html
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・除染はいろいろな方法があるが、これを自分たちで除染をやってゆき、エネルギーと 

 して発電もして、そのパラダイムシフトを世界に示し、世界中から人が集まる南相馬に 

 したい。 

 

●５：相馬地方森林組合  堀内榮八 代表理事組合長、 鎌田重昭 事業部長  

・この森林組合は、南相馬、相馬、新地の３市町のエリア（飯舘村は別の森林組合） 

 組合員は 2,600 人。3.2万町歩の森林の３分の１が国有林。民有林が森林組合。 

・平成 22 年 10 月から集約化に取り組み、説得を続けて、1 箇所、2 箇所となったところで

3.11 震災を迎えた。今までの経費、苦労が無駄になってしまった。 

・市場からは出荷停止状態だ。 

・放射能で 3 分の 2 が入れなくなった。残った、3 分の 1 が今は対象地域。 

 今後、永いこと手つかずだと、先細りだ。 

・東京農大の先生が、木を切って、その汚染データを調べている。空中線量と木の汚染線

量が違っている。さらに、輪切りや板状にして送って測定中。 

・東京の弁護士に頼んで、立木の損害賠償をまとめて請求している。550 人分を２月に出し

てある。 

・３月になって、林野庁が来て、杉や松の測定をしたが、今もって林野庁からの回答がな

いままになっている。 

・3.11 震災前は、石巻の合板会社に間伐材を出していた➜石巻の合板会社が再稼働するも

木材の放射性物質汚染で荷受け拒否された。 

今回、いわきに間伐材を出した。 

・2 トン車の作業道を作った。（10 トンは無理な道） 

・今、民有林に自分で金を出す人はいない。50～60 年もので、補助金無しでは赤字だ。 

木材が 10 分の 1 の価格に下がってしまったのに、人件費は上がったから。 

欧州みたいな計画性もなくやってきた。 

・間伐の森林組合人数は、30 名、震災前は 50 名だった。組合から給与を出している。 

・売上げと補助金比率は、作業のため入山できるエリアの減少で、補助金は減った。 

・7，8 年前から、人工林の広葉樹化の樹種転換で、補助金をもらって植林もやってきた。 

・林野庁には、ここの森林に価値があるのか、ないのか、を早く判断してもらいたい。 

・会津では、バイオマス発電が今月始まるとの新聞報道があった。これによると、100 ベク

レル/㎏の以上の物は使わないとある。相馬地方はこれ以上なので、使えないことになる。

そうなると、この森林はゴミになることになる。 

・震災前には、火力発電所で燃やす（石炭の 1％分）計画で、2 年前に会社を作った。震災

がなければ、今頃はここで燃やしていたのだが。 

・林野庁には、何ベクレルなら建築資材として使えるのか、この精査を求めてゆく。ここ

まで育てるのにどれだけの手間をかけてきたことか。 

・森林はとても除染できないと思っている。 

・3.11 震災の前の大規模化でのペイする見通しはあったのか？➜ない。しかし、将来の森
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林での国土保全も考えないといけない。若い人たちは森林には全く興味がない。10 年間、

山に入らないとその境界がわからなくなる。大規模化で道路ができると境界もわかりや

すい。 

・従来は、木材の搬出道路が人間関係で作れなかったところが、集約化の団地化でできる

ようになる。 

・間伐化で最終的には補助金なくてもやっていけるようにしたい。せめて負担がかからな

いように大規模化したい。 

負担しても子孫に美林を残すという人は少数だ。 

・100 ベクレル以上の材での発電でもペイしないが、“ゼロ”よりは希望がもてる。 

 

●６：相馬の建設コンサルタント 高橋正則 庄建技術(株)技師長 兼 技術部長 

・飯舘村付近で線量を測っているが、山からセシウムが下りてきている、増えている。 

・用水路には台風ではセシウムが増える。台風 17 号では、田んぼの線量はがんがん上がっ

た。山から用水のダムに流れ込んだのが田んぼに来た。 

・水底をさわろうとして、ふわっと上がるのがセシウム。セシウムはゼオライトには反応

しない。ゼオライトの効果は、凝集剤が効いているだけのことで、ゼオライトそのもの

ではない。 

・焼却の煙のバグフィルタでは、100％セシウムは取れている、1 万分の 1 未満になる。 

・もみがらは、安く手に入る、パーフェクトにセシウムが取れる。もみがらは、洗濯機で

洗うと、セシウムをすぐに放す。高橋さんの活動は、NHK のクローズアップ現代の番組

で取り上げられた。http://tsukuba2011.blog60.fc2.com/blog-entry-624.html  

・屋根の除染に高圧洗浄は効果がない、オキシフル（過酸化水素水）で有機セシウムが浮

き上がり、これを普通の水で洗い流せば屋根の除染ができる。 

・1000 年前には、中越、東北の地震、富士山の噴火が起きている。 

 

●７：相馬市役所 民生部 生活環境課長 兼 放射能対策室長 吉田 睦生 氏  

                   農林水産課 農地林務係  主査  多田 眞一 氏       

・ガレキ： 

工業団地用地にガレキの集積場を設け、そこで分別処理をしている。この中で、国直轄

で仮設焼却炉３基を設け、国がここで可燃物と木くず（流木根っこも）を燃やす。 

流木や家屋解体材はチップにしバイオマス燃料としてバイオマス発電所へ搬出している。

料金は運輸代の一部になっている。 

当初チップは県内の合板会社にもっていく予定が、テレビ報道により、風評被害で地元

の反対にあった。 

皮なしでは、放射能は ND（検出せず）だが。 

・国の仮設焼却炉（270ｔ×１基、150ｔ×２基）は１月から試験燃焼する。平成 26年 3月

に終了する。 

・民間の発電計画の提案もあったが、この環境省期限制約（平成 26 年 3月）のため、断念。 

http://tsukuba2011.blog60.fc2.com/blog-entry-624.html
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・宅地周りの森林は放射線量を測定し結果を確認しながら、宅地から 20ｍまでの範囲で除

染を行なう。国の除染ガイドラインによる。 

・線量の高い玉野地区の枝は、炭化による減量化を考えたが、国、県の検討の結果、最終

的にだめになった。 

・市内を 1㎞、500ｍのメッシュに切って、線量の高い玉野地区、山上地区から除染を 

始める計画を立てている。8月に玉野地区からスタートする予定。市内業者で実施する。 

・除染は、高圧洗浄は効果が少なく、過酸化水素水で浮かび上がらせて水で流す、 

水の中のセシウムは、もみがらで付着させて除去し、水は線量を測定し安全を確認した

後流す。 

・国有林の間伐は、市は把握していない。 

・3.11震災前に、林業の産業はほとんどない。チップ中間処理会社は、家屋廃材を対象。 

・がれき収集は、市町村の分担と法律で決まっているが、県が代行でき、 

宮城、岩手は県が行なっている。 

 

●８：相馬市玉野地区  大橋工業 大橋芳広社長 

①大橋社長の自宅＆会社本社と玉野工場 

・ここの霊山寺は、南北朝時代には 3800の寺院をもって権勢を誇った。 

・オフィスと工場敷地の測定 

 会社応接室は、今日は 0.3μS（マイクロ・シーベルト）/時間（過去は１～0.7） 

庭の測定― 除染の土、ブルーシートはがしての測定は、15μS  

工場の雨樋の流れ落ちる下の土が、なんと、78μS！！あり、測った社長自身が驚く値を

示した。 

（ご参考；南相馬の街中は 0.4～0.5μSくらい、福島駅、市役所前は 0.9μSくらい） 

ここの地元の学校校庭は 1 ➜ 今は、0.8μSとのこと。 

・ここのしいたけ原木は、年輪がしまって品質がよく、遠くは九州にまで出荷していた。

しかし、菌床栽培が発展してきて衰退した。 

➜ 

大橋社長のマイクロバスに乗せていただき、以下の ② ➜ ③ ➜ ④ と案内いただいた。 

  

②牧草地に移動して 

 ここの牧草地は自殺した酪農家の土地、3年もすれば、牧草地は山に戻ってしまう。 

 線量は 0.5μS。 

今は４軒の酪農家が続けているが、餌の乾燥牧草は輸入品をコンテナートレーラーで、

ここまで運んでいる。 

昨年は面積による東電賠償、今年は１頭いくらの賠償に切り替わる。 

 

③山中の道路 

・坂道の水の集まりやすい所の測定実施― 23～27μS。 
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④林家に移動 

・家の前の自家山林を伐って、パルプ工場に運んでいる。 

・木は前回の皆伐後に、自然に生えてきたものを伐っている― さくら、クヌギとか 

・８㎝以上の太さが求められる（皮をむいての太さが必要なため）（長さは６尺） 

・3.11震災前からもそうだが、８トン運んで、４万円にしかならない― 一人の作業者に来

てもらって、機械動かし、２日で切って、トラックで運びこんで、この価格だ。 

 

・一般に、冬伐ると芽吹きがよいが、夏だと芽吹きが悪く、山主は嫌がる。 

 

⑤市の除染での住宅隣接の 20ｍの木の伐採等で、趣味で植えた庭木を切られるのは抵抗が

ある。 

また、年寄りの家では、除染で家に入ってほしくない、という声もある。 

 

                                      以上。 


