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を総動員して測定対応いたしました。
それから、測定機器を１００台購入し、各機関

「松戸市政について」

等に配布いたしました。１２月には市民へ貸し出
しを開始いたしました。そして、濃度の高い所は
除染作業に入りました。
松戸市においては、ほとんどの地域で、０. １、

松戸市長

本郷谷健次 様

０. ２，０. ３マイクロシーベルト程度の測定結果
でした。
昨年の松戸市の人口は１５００人減少いたしま

皆さんこんにちは、松戸市

した。放射能等のいろいろな問題で松戸に人が流

長の本郷谷でございます。
本日は、今年の市政で、何
が一番大変かなと言うこと

れない状態です。したがって不動産、建築関係に
影響が出ています。

で、放射能問題に的を絞って

今年の１月１日に国で放射能特別措置法という

お話させていただきます。昨

法律ができました。０. ２３マイクロシーベルト

年の３月１１日大震災が発

を超える場所は、国の予算で市行政が施行すると

生いたしました。その時は、市内で約１０００人

いう法律であります。

の方が避難され、避難所を開設して対応させてい

松戸市においては、文部科学省の地図によると

ただきました。その時には放射能問題が、こちら

４割ぐらいがそれに相当します。夏ぐらいを目標

まで影響を及ぼすとは夢にも思いませんでした。

に０. ２３マイクロシーベルト以上の地域を一掃

３月１５日の日に福島からお年寄りや子供を乗せ

する勢いでとりくんでおります。予算的には数

たバス一台が避難してきました。そして、すぐに

十億円ぐらいかかる予想です。

矢切の老人福祉センターを避難所として開設しま

松戸市における、建築、その関連企業におかれ

した。その後も延べ４００名ぐらいの人が、福島

ましては、総動員して除染作業取り組んでいただ

県 等 か ら 松 戸 市 に 避 難 さ れ て、 今 現 在 で も、

くこととなります。
もうひとつは、ごみを焼却した後に発生する焼

３００〜４００名ぐらいの方々が市内にいらっ

却灰の問題があります。

しゃいます。
３月２２日には、東京都の江戸川の取水場で採

松戸市は、和名ヶ谷、高柳新田の二か所に焼却

水した水から放射能が検出されました。松戸も同

工場があります。各工場から発生する飛灰が国が

じ江戸川の水を引いておりますが、まだ体制が

定める１kg 当たり 8,000 ベクレルを超えるものに

整ってなく、検査結果が出るまで２日かかると言

ついて、埋め立て処分をしてはならないと国から

う状況でした。したがって、あらゆる手段を使っ

の通達がありました。
昨年の７月に焼却灰に含まれる放射性物質の濃

て子供に対する飲み水を自粛するよう呼びかけ、
夜を徹して井戸水をパックに詰め、翌日、幼稚園

度を検査したところ両方の施設から基準値を超え

や保育所に配ったり、タンクに水を詰め、支所等

る値が検出されました。連絡の行き違いにより秋

に設置するという事を、急遽対応いたしました。

田県小坂町の民間最終処分場に基準値を超える焼

そのころ、「なぜ江戸川に放射能が？」と言う感

却灰が埋立処分されたため、直ちに関係各所にお

じだったんですが、３月の終わりからホットス

詫びに伺いましたが、町の意向により以後小坂町

ポットというインターネットを通じて情報が流れ

には搬入することは出来なくなってしまいまし

ました。我々としては、その情報が芳しいもので

た。今現在は、国の基準値を遵守して他の民間最

なかったので、最初は半信半疑でありましたが、

終処分場で埋立処分を行っております。

４月中旬にまず、放射能を測定する事を試みまし

また、剪定枝等の分別収集・計画焼却の実施に

た。しかし、市役所内では放射能に対する知識や

伴い和名ヶ谷クリーンセンターにおける飛灰の濃

機器等がありませんでしたが、５月２３日から測

度は国基準を大きく下回り、順次適正に最終処分

定を開始いたしました。保育園、幼稚園、小学校、

しております。しかしながら高柳新田のクリーン

− ２ −

センターから発生する飛灰の濃度は国の基準を上

松戸市としても、健康相談の対応を考えており

回ることから、同センター内で適正に保管・管理

ますが。今現在の状況では、たくさんお医者さん

しています。現状では、日々発生する飛灰の保管

たちはいらしゃいますが、診断等は難しいようで

場所について国・県等に働きかけ強く要望してい

あります。
がしかし、安心安全なまちづくりのためには、

るところです。
最後に子供たちの問題であります。

あらゆる方法を講じて全力で取り組んでまいりま

給食等で安心して食べられるかどうかというこ

す。

とであります。主要な食材については検査してお

我々にとって３月１１日以前はこのような事態

りますが、２月１日から保育所（園）、幼稚園で

が起こるとは、全然想定しておりませんでした。

は週１回。小学校、中学校では２週間に１回の割

市民の皆様も経済的、精神的に不安を抱いており

合で給食のミキシング検査することとなりまし

ます。
皆様の協力を得ながら半年をめどにすべてを一

た。
親御さんたちの心配は、子供たちの将来的な健

掃するよう進めてまいりますのでより一層のご協
力をお願い致します。

康被害であります。
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ました。

拶

天神様は学問の神様と言われます。日本は資源
の無い国ですので、国民の力が国を栄えさせてき

常盤映彦  会長

た、今後もこのことは今後も変わりないと思いま
す。当クラブも奨学金や市立松戸高校の音楽支援

こんにちは。

など青少年育成について、支援活動を行っており

今日は卓話に松戸市長様公

ますが、松戸市においても、教育についてはより

務ご多忙のなか、お出でをい

一層力を入れていただく様、お願いいたします

ただいております。
松戸市の今後や施策につい
て、お話しいただきますので宜しくお願い申し上

幹

げます。
さて商工会議所での講演もありました「はやぶ

事

報

告

さ」の帰還に当り、責任者の川口教授が「中和神

中澤雅彦 幹事

社ちゅうかじんじや」にお参りして成功を祈願し
たそうです。中和機に悩んでいて、読み方は違い
ますが、中和のつく神社にお参りされ霊験あらた

１．クラブ内、会議・連絡事

かというか奇跡的に帰還させることができたとい

項等の案内

うことです。

①昨 日、12 分 区 会 長・ 幹

松戸神社と山崎宇宙飛行士の話は前にお話しし

事会が開催されました。

ましたが、最先端技術に携わる方々のなかにも「祈

特に 2 月 8 日㈬に開催さ

る心」があり、大きな力になっているのだと思い

れるＩＭについて話し合

ます。

われました。

今日 1 月 25 日は初天神といって、天神様、菅
原道真公をお祀る神社でお祭りをいたします。

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

私も松戸市の根本にあります天満宮のお祭りを

①㈶ロータリー米山記念奨学会より公益財団法

奉仕して、学問の発展振興を祈願し、例会に参り

人移行登記完了についてのお知らせが参りま

−− ３
− −

した。従いまして、新たに「公益財団法人ロー

［出席報告］

タリー米山記念奨学会」となりましたことを

会員52名

義務会員43名

免除会員９名

ご報告申し上げます。

出席40名

義務会員35名

免除会員５名

仮欠12名

義務会員８名

免除会員４名

②同じく「米山記念奨学生の世話クラブとカウ
ンセラーのお引き受けお願い」が届いており

［欠席者］

ます。
③国 際ロータリーとロータリー財団の 2010-11

島村

善行君

  大川

吉美君

  小林

登君

年度年次報告がメールにて事務局へ届いてお

松葉

則明君

  川並

芳純君

  中田智次郎君

ります。

浅井

利明君

  猪股

貴久君

３．他クラブ会報・その他

［ＭＵ］

特にありません。
４

例会変更の連絡

安井

克一君

篠宮

功君

松戸東ＲＣ

１月20日

ライラ委員会

１月21日

・松戸西ＲＣ
２月８日㈬は第 12 分区合同例会及び IM に変更

本日出席率

83.33％

点鐘

12：30

先々週出席率修正

83.33％→86.0％

場所

松戸商工会議所

5F

大会議室

［お客様］

２月 29 日㈬は定款第６条第１節により休会

渡辺
５

剛様

  松戸東ＲＣ

その他

［ゲスト］

特にありません。
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  松戸市長

ニコニコ BOX
柳澤正敏君／マルチプルポールハリス賞を頂き有
難うございます。
森田雅久君／ポールハリスフェローの認証状と襟

マルチプル ポールハリスフェロー
柳澤会員

ポール・ハリスフェロー
常盤会員

ピンを頂き、ありがとうございました。光栄に思
います。入会して８年間、毎年、少額しか寄付を
していませんが、少しでもポリオ撲滅など人道的
プログラムに役立てばと心から願っています。
田原晨暁君／辰年初めの十日会で優勝できて光栄
に思えます。嬉しいです。先週出席できなくて、

ポール・ハリスフェロー
森田（雅）会員

林会員

ポール・ハリスフェロー
申会員

ニコニコを出し遅れ申し訳ございません。今年も
よろしくお願いします。

合掌

ニコニコ BOX 当日￥ 25,000

累計￥ 685,000

財

累計￥

団 BOX 当日￥

3,687

86,085

文責／橋口

山田会員

− ４ −

