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登校左始める午前七時︒
可児市大森平林地区の住
宅街を︑赤い土を満載に
したダンプカーが隊列を
組んで走り抜けた︒ダン
プカーは次から次へとや
って来て︑団地内の空き

﹁ケナフを育てるための のたどり着いた瀬戸市の岐︑瑞浪など地元岐阜に
肥料﹂と説明したが︑赤 山中に約十二万㌦が野積 加え︑フェロシルトの放

月︒搬入量は約一万′に
達した︒業者は住民らに クル商品で︑ダンプカー し実施した︒さらに︑土

運び始めたのは今年一

東濃地域を中心に県内各地に運びこまれた放射性物質を含む埋め戻
白色 性物質や︑ヒ素︑カドミ
の塗料や光触媒 ウムなどの重金属を含
し材﹁フェロシルト﹂は︑製造元の石原産業が自主撤去することにな
などに使われる む︒三重県四日市市に工
った︒リサイクル商品とされた赤い土が︑不法投棄さながらに放置さ
酸化チタンの精 場を持つ化学メーカー石
れていることを住民グループなどが問題提起し︑行政や大企業を動か 製過程に出る硫酸廃液 原産業が開発し販売︒三
に︑消石灰などの中和剤 重県が2003年9月に
した︒放置の現場では何が起こっていたのか︑撤去で問題は解決する
を混ぜて土状にした埋め リサイクル推奨品に認定
のか︑その課題を追った︒
戻し材︒鉄と石こうが主 した︒現在販売は停止さ
成分で︑微量ながら放射 れている︒
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属や放射線は︑自分たち に︑愛知県のグループと

﹁町内には井戸水を使 始めた︒
っている家もある︒重金
市民グループは︑二月

くネバネバした土の塊左 みされ︑河川に流出して 置に取り組んでいた愛
見た宮島さんは﹁こんな 問題化していることを知 知︑三重の市民グループ
肥料はない︑おかしい﹂ っ
た
︒
とも連絡しあって活動を
と直感した︒

宮島さん
は︑その後の

一緒に環境省など四省庁
新聞報道など の世代だけではなく︑
で︑この赤い 子どもたちの代に残っ
を訪問︒フェロシルトに
土がフェロシ ていくもの︒これは問題 含まれる放射性物質につ
ルトという重 だ﹂−︒平林自治会は︑
いて国の姿勢を問いただ

金属や放射性 放射線問題に詳しい研究 した︒五月には愛知︑岐

物質が含まれ 者を招いて勉強会や現 阜︑三重の三県の仲間が
ているリサイ 地の放射線調査を繰り返 連携して︑製造元の石原

産業︑リサイクル商品と
して推奨した三重県との
三者懇談を実現させ︑フ

をしたのは︑この四日後
だった︒

要請を受け︑県内のフェ
ロシルト全量撤去の表明

ことができた﹂と振り返
る︒石原産業が岐阜県の

った︒宮島さんは﹁住民
一丸となって撤去を迫る

が爆発︒住民らは﹁早く
持ってかえって﹂とフェ
ロシルトの撤去を強く迫

かれた説明会では︑不安

石原産業の担当者を招
いて︑大森平林地区で開

ェロシルトの問題占暮指
摘した︒

石原産業の社員らに不安を：語る可児市大森平林地
区の住民＝6月12日、可児市大森の平林公f焉飽で

﹁なんだ︒これは？﹂
−不審に思った区長の宮

繁用1く絹

ヲ㌔＿＿

島鉦二さんが︑マイカー
でダンプカーを追いかけ
た︒
朝の通勤ラッシュに巻

き込まれ︑当初のダンプ
カーを見失ったが︑すぐ
後ろから来る別のダンプ
カーの後ろにつき直し
た︒追跡劇は三時間に及
んだ︒隊列は県境を越
え︑車云﹇がやっと通れ
るような道を抜けて︑愛
知県瀬戸市の山の中へ︒
行き着いた先には︑おび

ダンプカーが赤い土を

ただしい量の赤い土が放
置されていた︒

／

q、≡喜妄÷＋日

住民が直感︑結束

地に赤い土を降ろして帰
っていった︒

及
追

子どもたちが小学校へ
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くは︑管理も不十分で︑

東浜・可児地域で確認
されたフェロシルトの多
目的も定かではない状態
のまま放置され︑各地の
住民から﹁不法投棄では
ないのか﹂と不安の声が
あがっていた︒
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黒い土が︑まるで捨てら
れたように運び込まれ
た︒付近住民の話では︑
ダンプカーが人目を避け
るように夜明け前に現場
にやってきて︑国道から
斜面にフェロシルトを落
としていったという︒
﹁一見して普通の土では
なかった︒話を聞くと︑
まるで残土の不法投棄の
ようだと思った﹂と現場
を確認した土岐市議の金
津保さんは話す︒
瑞浪市稲津町の現場で
は︑名古屋市の男性が︑
申請の必要な砂防指定地
内に︑勝手に一万′もの
フェロシルトを山積みに
し︑県から何度も指導を
受けていた︒
愛知県瀬戸市の放置現
場から可児市大森にフェ
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市環境課は
﹁当初は有害

に放置された ﹁出荷前に品質管理をし 阜県内の全量を撤去する
だけでは対応 ており︑有害物質は基準 ことになった︒

亭えなかった ルトに含まれる放射性物 十五倍も検出された︒石
ので︑土とい 質や重金属︒石原産業は 原産業は三重県にリサイ
う名目で山林 当初︑住民に対し再三
クル認定左取り下げ︑岐

物質とまでは じていたのは︑フェロシ ロムが最高で環境基準の

っ
た
︒
県の調査で可児市などの
さらに住民が危険に感 現場から︑有害杢ハ価ク

ロシルトを運び込んだ業 ■ 筐
顔 料 や あり︑土壌や水質の環境
金属メッキなど 基準が定められている︒
者は︑借りた土地の地権
ナ
ー
︑
▲ として︑広く使 県の調査で︑フェロシル
者に﹁土の仮置き場にす
われているが︑ トが搬入された可児市久
る﹂と説明しながら︑穴
強い毒性左持っている︒ 々利︑瑞浪市稲津町︑土
を撮ってフェロシルトを
大
量に摂取することによ 岐市泉町の三カ所で︑環
埋めた︒
って︑肺がんや皮膚炎な 境基準の十五−三倍が検
これらの行為が住民の どを引き起こすおそれが 出された︒
不安を増大させた︒土岐
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ば難しかっ 値以内の安全なもの﹂と
土壌から検出された六
た﹂と振り返 説明していた︒しかし︑ 価クロムが︑フェロシル

る市民団休メンバー＝瑞浪市稲津町で

フェロシルトの野積み現場で放射線を計

訴える︒

を解消するためにも石原
産業はあらためて住民に
説明する必要がある﹂と

﹁フェロシルトは本当に
安全なのか︑市民の不要

している︒金津さんは

たが︑これまでに同社は
東海三県に計七十万トン
ものフェロシルトを販売

石原産業は岐阜県内の
全量を撤去すると表明し

に問題があった﹂と説明
した︒

には六価クロムは検出
されていない︒施工方法

正義同社四日市工場長
は﹁工場からの出荷時

場を崩していない︒室牒

が︑石原産業は﹁フェロ
シルトは安全﹂との立

はまだ分かっていない

トによるものかどうか

本当に安全なの？

土岐市泉町の国道21号
沿いの山林斜面には︑赤

審
不

【岐阜】〔1亘〕
2005年（平成17年）6月228（水曜日）
〟・∫ri

Center＠chunichl．CO．JP

Eメール

ロムが検出されたことを

環境基準を上回る六価ク

岐阜県の検査でフェロ
シルトを含む土壌から︑

る方針を表明した暗︑県
が確認していたフェロシ

ルトは︑可児市︑土岐
市︑瑞浪市︑恵那市にあ
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を含む商品を

石原産業が販

売し︑三重県

﹁廃棄物排出ゼロを目指 三重県などは﹁一般的に

がリサイクル ロシルトについて同社は 鉱石を扱う際の基準値︒

推奨品として

値﹂とするが︑市民グル
サイクル商品の安全性に

しかし︑同社や三重県 ープは︑この基準値左リ

る︒

認定をしたこ して開発した﹂と説明す 見て安全と思われる基準

とば︑当初か

ら問題視され

と︑市民グループの放射

ロシルトは酸 性物質に対する認識の間 そのまま当てはめること

ている︒フェ

化チタンの精 には大きな溝がある︒同 に疑問左口王する︒兼松さ

トの放射線量について安 ものまで︑商品としてリ

サイクルするのはおかし

る法律はない︒放射線の
問題に詳しい四日市大学

物のリサイクルを規制す

現在︑基準値以下の放
射線量ならばチタン廃棄

棄物処分場などでチタン い﹂と批判する︒

チタンの国内シェア約30全と示す根拠は︑産業廃

用したもの︒同社は酸化

製過程で出る排液を再利 社や三重県がフェロシル んは﹁放射性物質左含む

商品化〝甘い〟基準
しかし︑その後の調査

た︒

で新たに美濃加茂市︑本

巣市の二カ所で使悶を確 ％を占める大企業︒フェ

認︒その他三カ所でも使

用の疑いが見つかり︑同

社が確認作業を進めてい

中日新聞へのこ意見は
読者センターへ

した︒

局・小西数紀が担当しま

この企画は︑多治見支

◇

いか﹂と訴えている︒

対する規制が必要ではな

末端まで管理が行き届か
なくなるのが問題︒チタ
ン廃棄物のリサイクルに

ば一定の管理に置かれる
が︑商品になると流通の

講師の河田昌東講師︵環
境科学︶は︑﹁産廃なら

新たにフェロシルトの埋め立てが確認
され7こ本巣市の農地＝本巣市早野で

る︒総量は当初の予想の

三万トンを上回る見込み
同社は︑使用の疑いの

だ︒

ある場所も含め︑新たに
﹁搬入の事実左把握でき

判明した五カ所について

ていなかった﹂と話す︒

県によると︑各地にフェ
ロシルトを転売していた
業者が販売実績を正式な
帳簿に残していなかった
このような販売実態を

ことが原因らしい︒
﹁放射能のゴミはいらな

0575（22）3234

い！市民ネット・岐阜﹂
酸化チタンの原料と
代表の兼松秀代さんは
なるチタン鉱石には︑微量ながら放射性
﹁フェロシルトの販売方
物質であるウランやトリウムが含まれ
法はずさん︒このほかに
る︒1990年に︑チタン廃棄物を埋め
まだ搬入先が判明しても 立てた岡山県の産廃処分場で問題化︒91年に科学
おかしくない﹂と批判す 技術庁︵当時︶などが︑空間放射線量率が1時間
当たり0・14謂堵以下ならば︑放射性廃棄物では
る︒
放射性物質 なく通常の産業廃棄物として処理できるとの通達
を出した︒今回の県の調査ではフェロシルトが放
置された現場の放射線値は自然界と同程度︒

⑳
受け︑石原産業が県内に
搬入された全量を撤去す

≡言責享＿，＿＿′畔謹・．＿ノノ」
る五カ所の三万トンだっ
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