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茂市では︑建設業暑が社 は基準値を下回った︒
屋建設予定地に約五十八 付近の民家の井戸水も
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東市・岐阜市境の造成些 ︵環境基準同〇・八㍉堵フ︶■

本巣市基準3倍のフッ素検出

壌と水を採取し︑有害物 県内ではこれ以上の埋⁚
質が環境基準内にあるか 設はないと考えている︒一
どうか分析を進めてい主壌などの分析結果は
る︒ガンマ線の放射線量一分かり次第︑関係自治体
調査は︑いずれも現段階 に公表したい﹂としてい
では自然界と同レベルだ る︒
瑞浪︑土岐︑可児市な
え︑有害物による汚染も ったという︒
どで放射性物質を含む埋
四カ所となった︒
本巣市は独白に︑六価
め戻し材﹁フェロシルト﹂ 新たに確認したと発表し藤認されたのは計十カ
︻関連記事25面に︼ クロムとフッ素に絞った
新たに発表された五カ 調査を︑県公衆衛生検査
示使用され︑土壌から有一た︒また本巣市早野の農一所︑埋設量は判明分の五
一害物質が検出された問題面では市の調査で環境室カ所だけで三万トンを超 所は︑美濃加茂市加茂野 センターに依頼して
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住民﹁早く撤去を﹂
本巣市は︑砂利採取が
行われた同市早野の農
地約九千平方㍍のうち︑
東側の麦畑約三千一ハ百
平方㍍が︑フェロシルト

た︒
面体代表の兼松秀代さん
十六︑十七日には同市 雇七︶は﹁たった二︑三年
職員が周辺の約百二十戸 前のことでも︑どこに埋

を訪問し︑現状を説明︒ めたか分からなくなって
すでに付近の民家二件で しまうような抜い方が心
井戸水を調べているが︑ 配だった︒安易にリサイ
今後は対象戸数を増やし クル品としたことが野放
月内に実施する︒現場近 しの状態をつくった﹂と一
くに柿畑と水田を持つ六 非難している︒
近を試掘した結果︑地中 十代の男性は﹁この辺り
に一−一・五㍍のフェロは富有柿の産地で︑食の
シルトの層を確認し︑三 安全に関してイメージが一
千−四千立方㍍程度が使 悪くならないか心配﹂と¶
用されたと推測︒この層

瑞浪などで井戸水調査
フェロシルトの新たな埋め立て場所が県内で相次いで発

公表すべきだ﹂と憤る︒

覚し︑周辺に暮らす住民からは驚きと︑今後の生活への影
響を心配する声が上がった︒

瑞浪市陶町では︑住宅 た﹂と話した︒

フェロシルト
㌻ら有蓋言

山両良﹁口白呵灯転＝

フェロシルトが使用されたとされる住宅団地内の空き地を訪れ︑土をチェック
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鞭射離任民と行政︑認識に差

地の一角約二百平方㍍に
同市は﹁陶町での対応
土岐市鶴里町では︑国 で埋め戻されたとみてい
フェロシルト問題を追一
か
ら
は
環
境
基
準
の
約
三
倍
埋め立てられていた︒隣 は県の調査結果を待ちた 道から数百㍍入った山林 る︒市が十四日に中央付 ものフッ素も検出され
及してきた岐阜市の市寧
に住む夫婦は﹁怖い︒ど い﹂とするが︑六価クロ 内約五千平方㍍に埋まっ
うしたらいいのか﹂と困 ムが検出された同市稲津 ているのを︑県と市が今
惑した様子︒夫婦による 町では︑希望する住民に 月十五日に確認︒二年前
と︑二年ほど前に埋め立 井戸水の水質調査を実施 の埋め立て当時︑県と市
てが行われたといい︑﹁早 した︒﹁陶町でも結果次 が巡回で搬入者を発見し
放射性物質の 質を含む製品に運搬や使 放射線量なので︑廃棄物
今回は︑一部の造成地
衡鞄
くどかしてほしい﹂と訴 第で同様の対応を考える たが︑土の搬入との報告
埋め戻し材﹁フ 用に規制はなく︑今回の かどうかの判断とは関係 などで六価クロムが検出
えた︒地元の勝次男自治 ことになる﹂とする︒フ を受け︑問題視していな ェロシルト﹂の使用が県 撤去も六価クロムなどの ない︒さらに有償で取り されたことを受け︑よう
内で次々と明らかにな 検出がきっかけだった︒
引きされており︑廃棄物 やく石原産業が県に撤去
会長竜五︶は﹁工事の際︑ ェロシルト問題にかかわ かった︒市担当課も﹁ど
業者から自治会には事前 ってきた溝口昭八郎市議 れだけ埋まっているか見 り︑県や製造元の石原産 フェロシルトに含まれるとみなすのは考えにく する方針を伝えた︒だが
業がフェロシルトの使用 放射性物質をめぐる︑住 い﹂とする︒県も﹁放射
撤去に法的な強制力はな
に何も知らされなかっ は﹁業者は情報をすべて 当がつかない﹂と話す︒
を把握し切れていない実 民と行政の意識の差は開 性物質を含んでいても基 く︑判断は企業に委ねら
態が浮き彫りになった︒ いたままだ︒
準値以内なら健康には問
基準値以下なら放射性物 フェロシルトは︑酸化 題がない﹂と説明する︒
チタンの生成過程で生ま だが︑住民にとっての
員u 酸化チ れた廃棄物を再利用した 不安は放射線量ではな び込まれたら︑同じこと
製品︒三重県が県のリサ く︑放射線そのものの存 の繰り返しになるのでは
⑳タンの
造
で製
生ま
れ過
る程
廃棄 イクル製品に認定してい 在︒岐阜市の市民団体﹁放 ないか﹂と懸念する︒
物を基にした製 るが︑微量の放射性物
射能のゴミはいらない！ 住民と行政の間にある
品で︑石こうと酸化鉄が 質を含んでいることが︑ 市民ネット・岐阜﹂の兼 認識の違いを埋めるため
主成分︒ウランなど微量 使用された地元住民の 松秀代代表は﹁本来︑放 にも︑同様のケースに対
の放射性物質も含まれ 強い反発を招いた︒可児 射性物質は産廃として処 する対策が求められてい
る︒土地造成時の埋め戻 市大森では住民運動にま 理すべきだ﹂と主張する︒ る︒
︵河合修︶
し材として︑2001年 で発展し︑住民らが﹁放
から東海3県で販売さ 射性廃棄物だ﹂として石
れ︑三重県が03年︑リ 原産業に撤去を求めてい
サイクル製品に認定し︑ た︒
使用を推奨していた︒住
l方︑行政は放射線量
民の反発を受けてすでに と廃棄物の判断基準は別
製造販売を中止し︑認定 問題としている︒環境省
も取り消されている︒
は﹁今回の場合は微量の
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