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第 3部＜除染の進捗状況＞ 
☆ 「汚染状況重点調査地域」に指定された 40市町村の除染状況  H25.6月末現在 

・住宅除染計画戸数   238,864戸  実施戸数 35,886戸 

・計画予定の完了率   17.5% 

・公共施設の除染計画数 5,353ヶ所  実施数 3,315ヶ所  

・計画予定の完了率   61.9%    

・農地等の除染計画数  23,280 ha 実施数 18,282 ha 

・計画予定の完了率   78.5%  

・森林除染状況 環境省…住宅付近の森林除染対象を拡大方針。住宅から 20ｍ除染で 

放射線量が下がらない場合は、再除染する。森林の除染は、実証事業を続け 

る。 

☆ 南相馬市除染状況    H25.7月現在 

   ・生活圏除染状況  873,900／14,074,507㎡ 進捗率 6％ 

・避難指示区域除染状況  環境省福島環境再生事務所計画に基づいて実施 

※ 今後の課題として 

1. 除染については、課題山積が現状。 

2. 生活圏内(市町村が事業主体)において、仮置場の住民合意が必須で、住民との協議に 

時間がかかった。 

3. 住民の放射性物質の不安に加えて、中間貯蔵施設設置が不透明な状況で、仮置場設置 

に理解が示されない。このために除染作業が遅れている。 

4. 今後、国による除染特別区域の除染が開始されると、国による除染作業人件費が、特 

別高いことから、市が実施する除染作業員の増員・確保が厳しくなる懸念がある。 

5. 除染方法がいまだに確立されていないので、実証事業の枠を出ていない。 

6. 福島県阿武隈山脈に位置する市町村は、広大な森林面積を抱えている。しかし、具体 

的な対応は先送りされている。 

7. 除染作業の事業所(企業)の、現場対応での問題があとを絶たない。ずさんな除染作業、 

作業員の賃金問題等、厳しい監督が必須である。 

8. 除染にたいして住民説明が不足がちで、除染への疑問がもたれている。 

 

※ 現場を視察しての感想 

1. 県道 12号線沿いの地域は、放射線量が高いので「避難指示区域」になっている。今年 

に入りようやく除染作業が始まった。作業終了時で線量が下がっても、時間の経過でま 

たあがるのでないかとの懸念。 

南相馬市鹿島区烏崎 がれき仮置場       南相馬市原町区北萱浜地区 がれき仮置場 
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 １．はじめに 

2011 年 3.11 以降、他人事ではないとカウンセラー有志で、避難所、仮設住宅を訪問し活

動を展開したが、その中で小さい少年が、度重なる転居移動や環境変化に「心」がストレス

状態になっていた。そのことが今でも忘れられずにいて、県内の子供達に「木のぬくもり」

を与える活動を展開し始めた。その活動を報告する。 

   

     

    竹とんぼやストラップ            福島東保育園 

  

２．取り組み経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．活動実施 

 これまで、竹のメッセージチップや竹とんぼは 5000 個以上、木製ストラップ 

は 3000 個以上となって国内や遠く海外まで広まった。最初、放射線量の影響もあると考え、

県内産は奥会津・三島材を使用、他は県外産のものを使用した。 

 

 

 

2-4．復興への取り組み活動（森林材活用と笑顔） 

                                佐久間光好 

当初、2011 夏からメッセージを書いた

竹とんぼやピースを被災者へ配りなが

ら励ましのエールを送り届けてきた。配

る小物に付加価値をつけるため、神社へ

安全、勉学向上の祈願を済ませて活動を

展開、その後木製のストラップを使うこ

とを追加、心に残るメッセージを記入、

県内の木質材の活用として多くの樹種

を使って実施展開している。振り返れば

3 年、好評で続けられている。 

 

 

 

南相馬聖愛保育園 
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４．結果と今後の展開 

 結果的に、試行錯誤を繰り返し多くの子供たちに夢を与えられたと思っている。多くの園

で、「子供たちには木のぬくもりが大事で、プラスチックでは得られない感動があるのです。

子供たちが大きくなっても忘れないでしょう。」との言葉を頂いた。マスコミでも取り上げ

られ、地域版では周知されたが、県内全域にも「みんなの広場」で次回の活動のために紹介

した。 

 既に次のステップに展開を進めているが、活動資金が不足し、個人の限界を超えているの

で、うつくしま基金へ応募助成が決定した。赤い羽根基金でも活動資金が助成されて、昨年

末から有意義に展開できた。 

 既に、一部保育園から要望が来ているが県内 311 箇所の保育園のため前向きに活動してゆ

きたいと考えている。（会員 7 名 参画） 

   

  
会津塩川保育園            郡山女子大付属 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我々の活動範囲は限られるため、多くの人た

ち、特に関東圏のカウンセラーの方々のバッ

クアップがあって感謝している。 

もう少し、福島県に貢献しようと始めたのが

県内保育所を中心とした子供たちへの「木の

ぬくもりを与える積み木」を提供しようとす

る活動である。木質材の活用の基本姿勢をそ

のまま、地域保育園の先生方を交え、環境教

育も同時に展開してきた。昨年実績は８事業

所、のべ 700 名近い子供達へ実施できた。 
 

いわき清風保育園 
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3.平成 25 年度環境カウンセラー研修（東北地区）開催報告について 

副会長 片平 大造 

 

 平成 25 年度環境カウンセラー東北地区研修会は、会員皆様のご協力を得て、東北地方環境事務所様

からの請負事業である当研修会を無事に成功裡に終えることが出来ました事を心から感謝申し上げますと

ともに、その概要を次のとおり報告申し上げます。 

 

１ 事業の目的 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災そして原発事故を踏まえ、再生可能エネルギーの普及・技術革

新が大きなテーマとして掲げられている。このような現状に鑑み、再生可能エネルギーに係る基調

講演及びグループディスカッションのテーマにし、知識の共有及び意見の集約を図り、今後の環境

カウンセラーの役割としての知見を得ることを目的とする。 

２ 日時場所 

日時： 平成２５年１１月２９日（金）１０：００～１６：3０ 

会場： 福島県福島市三河南町（JR福島駅西口） コラッセふくしま４階 多目的ホールＡ 

３ 参加者 

  東北６県の参加者２９名に加え関東圏７名（埼玉県 1名・神奈川県 3名・千葉県２名・茨城県 

１名）の方々の参加を頂き総数 36名になり、関東圏からの参加もあり良かった。 

４ 研修内容及び研修スケジュール（資料 1） 

 

(1) 開講式：環境省 東北地方環境事務所 

環境対策課長 佐々木 俊郎 様 挨拶  

 

  研修会の司会を務める鈴木事務局長と 

鈴木一正監査 

 

(2) 全体講義 

 

環境行政の動向について  

環境省東北地方環境事務所環境対策課長 

佐々木 俊郎 氏 

佐々木対策課長様から、・東北地方環境事務所

の組織案内・地球温暖化対策・放射性物質による

環境の汚染の防止のための関係法律の整備に

関する法律・PM2.5の環境基準は？・福島県にお

ける除染・廃棄物処理の状況について説明があり

ました。 
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環境カウンセラー登録制度及び持続可能な開発

のための教育（ＥＳＤ）について 

環境省東北地方環境事務所環境対策課長補佐 

山口 和宏 氏 

山口課長補佐様から、・環境カウンセラー登録制

度について・持続可能な開発のための教育

（ESD）について説明があり、環境カウンセラーに

期待される役割及び ESDの今後の取組の重要性

について説明がありました。 

 
 

 

【基調講演】 

『再生可能エネルギーが日本を救う』 

福島大学 教授 佐藤 理夫 氏 

佐藤教授様から、日本のエネルギー自給率、再

生可能エネルギーの可能性と技術、未来のエネ

ルギーの状況予測、コミュニティーパワーの３原

則等のお話がありました。 

、聴者の方々から「大変未来性を感じてよかっ

た。お話は分かり易く有益でした。再生可能エネ

ルギーの現状と将来に向けてのライフスタイルの

見直しの必要性について理解出来た。講演は大

変勉強になりました。 

最後にお話いただいた“これまでの社会～人間

がつくってきたもの～変えてきたもの～破壊して

きたものとも言える”の考えは初めてです。」等と

大変参考となり有意義な講演であったとの声を多

くお聞きした。 

 

        

【環境カウンセラー事例発表】午後の部 

 

①「企業の社会的責任（CSR）活動について」 

          NPO 法人福島環境カウンセラー協会 

草野 信 氏 

 

草野様から、NEXCO 東日本グループの経営方

針「あらゆるステークホルダーに貢献する CSR 経

営の推進」の説明があました。 

それに基づく具体的な活動“サンタが絆りんごプ

レゼント、ふくしま浜街道・桜プロジェクト、南相馬

IC フラワーストリート、”等の６イベントの CSR 活動

紹介があり、大変素晴らしい活動の内容を紹介し

て頂き、大変勉強になりました。 
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②「災害ガレキの処理状況及び課題について」 

       NPO 法人福島環境カウンセラー協会 

長澤 利枝 氏 

長澤様から、＜東日本大震災＞から 2 年 8 か月

の被災地の現状及び 20ｋｍ圏外・圏内のがれき

処理状況の説明が写真を通してあり、特に放射

性廃棄物の処理の難しさが再認識された。 

聴者からは「南相馬の現状から原発事故の解決

不可能な様子が伝えられた。」との声があった。 
 

③「再生可能エネルギーをくらしに生かす」 

       NPO 法人福島環境カウンセラー協会 

佐久間 光好 氏 

佐久間様から、省エネ対策のポイント及び自宅で

実践している省エネ対策の紹介があり、大変好評

であった。 

具体的な声としては「我が家のエネルギー政策は

自らの体験と実験に基づく発表で楽しかった。」

等があった。 

   

 (3)グループ別ディスカッション 

・テーマ： 環境カウンセラーの役割（アドバイス）について 

      各グループの進行は、グループファシリテーターが進め、そのディスカッション結果を各グループ

で発表した。発表概要は次の通りである。 

①太陽光利用（発電・熱）   長澤様 

・太陽熱利用については、マイナスがない。とてつもなく無限

のエネルギーである。 

・アパートや借家では自由に設置できない問題がある。 

・太陽光利用は、使う人のマインドに変化を与えエネルギー

を見直すチャンスとなる。 

・太陽光利用だけでなく他の再生可能エネルギーも考えベス

トなバランスを考える。 

・ＥＣの役割として、様々な話を聞いて行政等に提言出来るよ

うになる。 
 

②太陽光利用（発電・熱）  大越様 

・良いところはＣＯ2削減になり、ピークカットが出来る。 

・一般の人にとって、進めやすいエネルギーである。 

・普及に当たっては、安定、安価、安全がポイントである。 

・普及のしわ寄せが、国民の借金として返ってくる。故に効率

アップと多様化が必要である。 

・国は、原子力発電に頼った状態から脱却し、新エネルギー

産業を拡大し新たな雇用の確保が必要である。 

・消費者がメーカーを自由に選べるのが良い。  
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③ 風力    新山様 

・豊富なエネルギー源として、夢が持たれる。 

・自然を切り拓くため「バードストライクや低周波騒音」の問題

がある。 

・コスト、耐久性、送電網、出力が不安定等の課題があり、開

発途上である。 

・風レンズ風車等と違った形のデザインに希望がある。 

・洋上風力などで注目されている。 

 

④地中熱・バイオマス    鈴木様 

・地熱の良いところは安定しているが、国立公園での設置緩

和が課題である。 

・環境問題として、ガスの臭い、冬期間の氷結の問題がある。 

・浅層土壌の地中熱活用も今後注目される。 

・雪を資源として使う。東北には雪資源が豊富で今後の利用

拡大が期待される。 

 
⑤小水力発電    片平 

・山の中には砂防ダムが多くあり、それの活用が考えられる。 

・開発に当たっては、水源の保全、水利権の整理、設備の組

立（規格化）等の課題がある。 

・小規模でも既設ダム等を利用し、需要のある所から設置し

ていく。 

・ＥＣとして現況を知ることが大事である。 

・今後、具体的なアドバイス出来るように研修が必要である。  

 

グループ毎に結果発表 

グループディスカッションから見えた課題及び方向性 

グループディスカッションを通して情報の共有化ができ、現状認識と

ＥＣとしての活動のヒントが得られた。そして、これらの事が如何に一

般の人に遠くの話ではなく、くらしの【経済・安全・環境】にそして未来

までも影響を与え続けることが分かってきた。 

また、画期的な波力発電等の革命的な技術の芽が出てきているの

で、環境カウンセラーとして情報収集の必要性を感じた。この様な課

題が分かってきたので、今後の方向性として、益々、省エネに係る情

報収集と研鑽を深め、専門家と市民の繋ぎ役としての環境カウンセラ

ーの役目が果たせるようするという、方向性が示された。 

５ 閉講式 

東北地方環境事務所環境対策課長の佐々木 俊郎様から、各県

代表に修了証が交付された。 

以上のとおり平成 25年度 環境カウンセラー研修（東北地区）は無

事終了しました。 

まとめに、今回の研修内容を今後の環境カウンセラー活動に活か

していくこと、そして皆さんで役割分担をし、それぞれの立場でチー

ム力を発揮して研修会を開催できたこと、更に東北地方環境事務

所の方々に大変お世話になったことを心から感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

修了証の授与式 


