
平成25年3月22日 環境省 
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岩手県：約３６６万t（約８年分） 
宮城県：約１,１０３万t（約１３年分） 

被災地の復旧・復興のため
には、災害廃棄物の迅速
な撤去・処理が大前提 

広域処理 

が必須 

広域処理の対象とする災害廃棄物は放射
能濃度が不検出又は微量のものに限定 

※各県において１年で排出される一般廃棄物の量と比較 

被災地で仮設焼却施
設等を設けて処理を実
施している。両県にお
いて、処理量の精査と
県内処理のさらなる拡
大を実施しているが、な
お処理が間に合わない。 

地震による大規模な津波により 

膨大な災害廃棄物が発生 

災害廃棄物処理の目標 

平成25年3月末：約6割の中間処理・最終処分 
           （岩手県・宮城県） 
平成26年3月末：中間処理・最終処分の完了 

（参考） 
阪神淡路大震災（住宅・建築系約1,450万t、（道路・鉄道等約550万t）） 
• 発災（H7.1.17）後、3年あまり（H9年度末まで）で処理終了。 

• 東日本大震災では被災エリアが広く（13道県、約250市町村）、都市部から中小規模集
落まで多様であるが、阪神淡路大震災では人口密集地域に集中（神戸市等3市で全体
の2/3超の災害廃棄物が発生）。 

• ポートアイランド、フェニックスセンター等、充分な仮置場用地、最終処分場を確保（フェ
ニックスセンター1500万m3、港湾埋立450ha、内陸処分場140ha）。 



 住民が生活している場所の近くの災害廃棄物

の仮置場への移動 

 農地等に散乱した災害廃棄物の仮置場への
移動 

 津波に被害により損壊した家屋の解体を含め
た災害廃棄物の仮置場への移動 

 災害廃棄物の処理（平成26年3月末目標） 
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H23.8 

までに達成 

H24.3 

までにほぼ達成 

約89% 終了 

約56%（3県） 
約51%（2県）終了 

2012.10 仮置場の様子 

（岩手県山田町） 

石巻ブロックの仮設炉（５基） 
（H24.9.24からフル稼働開始） 

2011.4 津波被害の直後 

2011.5 災害廃棄物撤去後 

（岩手県釜石市大町付近） 

※岩手・宮城両県において、計31基の仮設焼却炉の設置完了。 
                       （現在、２８基が稼働中、３基試運転中） 
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 太平洋セメントキルン
や既設焼却炉におけ
る災害廃棄物の処理
を進めるほか、仮設焼
却炉２基を設置し処
理を実施中。 

岩手 

被災現場 一次仮置場 二次仮置場 処理・処分先 

解体・撤去 運搬 

仮置き 

粗選別 

（重機・手選別） 
運搬 

破砕・選別 

（選別施設・手選別） 

運搬 

運搬 

中間処理施設 

広域処理 

セメント工場 

既設焼却炉 

仮設焼却炉 

最終処分場 

→リサイクル等へ 

→セメント材料へ 

→最終処分場へ 

→最終処分場へ 

山田地区コンクリートがら破砕施設 

（稼働開始：H24.11） 

仮置場以降の災害廃棄物処理状況（岩手県）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

５号キルン
（1号キルンと合
わせ750ｔ/日）

１号キルン
（5号キルンと合
わせ750ｔ/日）

H25.3.22

災害廃棄物
推計量(千t)

県への事務委託
の範囲

中間処理施設
スケジュール

H23 H24 H25

<久慈地区>
洋野町
久慈市
野田村
普代村

224
野田村のみ仮置場
における選別以降
を事務委託

久慈広域連合ごみ焼却場
（2.5ｔ/日）

破砕・選別施設(1箇所)
※野田村に設置
※その他は一次仮置場で選別を実施

<宮古地区>
田野畑村
岩泉町
宮古市
山田町

1,045
仮置場における選
別以降を事務委託

仮設焼却炉
（95ｔ/日）

宮古清掃センター
（55ｔ/日）

破砕・選別施設(3箇所)
※宮古市(2箇所）・山田町に設置

※中間処理施設のうち焼却施設については、主なものを記載しており、この他、県内内陸部の焼却施設を
利用するとともに、太平洋セメントは大船渡地区以外の地区でも利用する計画。

<釜石地区>
大槌町
釜石市

943
大槌町のみ仮置場
における選別以降
を事務委託

仮設焼却炉（旧焼却炉）
（100ｔ/日）

岩手沿岸南部クリーンセ
ンター(60ｔ/日)

破砕・選別施設(3箇所)
※釜石市（２箇所、板木山二次仮置
場は選別のみ）・大槌町に設置
※津波堆積物処理ライン設置（H25.3
釜石市）

<大船渡地区>
大船渡市
陸前高田市

1,444
破砕・選別後の処
理・処分について
事務委託

太平洋セメント
※土質改良施設を設
置（H24.12 大船渡
工場）

破砕・選別施設(2箇所)
※大船渡市・陸前高田市に設置
※津波堆積物処理ライン設置予定
（H25.4陸前高田市）

試運転 本格運転

稼働中

（既設５基、仮設２基）

焼却施

設

破砕・選別施

設

（9箇所）

セメント焼
焼却等による処理能力 1,063t/日（既設５基、仮設２基）

コンクリートがら破砕ラインを追加(宮古市・山田町)

コンクリートがら破砕ラインを追加(大槌町)

不燃混合物・津波堆積物の再資源化のため、

処理ヤードを増設（大槌町）

津波堆積物処理ラインを追加(宮古市・山田町)

土質改良施設を設置稼働

津波堆積物処理ラインを追加（釜石市）

津波堆積物処理ラインを追加予定

（陸前高田市）



 広域処理必要量： 

  計：３０万t 
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岩手 

県内施設を最大限活用するとともに、新たに仮設焼却炉も
設置して処理を進めています。それでも、目標年度までに処
理を完了させることが難しいため、広域処理へのご協力をお
願いします。 

注１：受入見込量とは、既に調整済みの広域処理（平成25年3月22日現在、1都1府13県66件（宮城県分を含む））によ

る処理済み量又は処理見込み量のほか、現在具体的に自治体等と受入を調整中の広域処理による受入見込量
をいう。 

注２：不燃混合物については、県内における復興資材としての再生利用又は県内処理の調整に努めるが、調整結果
に応じて、近県を中心とした県外での最終処分を検討する可能性がある。 

  可燃物 木くず 
不燃注2 

混合物 
漁具・ 
漁網 

合計 

必要量 18 3 7 2 30 

受入見込量注1 18 3 7 1 29 

可燃物 不燃混合物 

木くず 

漁具・漁網 

現在調整中の自治体を含
めた広域処理を通じて、早
期に広域処理の受入を完了。 

①可燃物：概ねH25.12まで 

②木くず：概ねH25.3まで 

県内における復興資材として
の再生利用又は県内処理の
調整に努めるが、調整結果に
応じて、近県を中心とした広域
処理について調整。 

県内処理拡大に努めるととも
に、神奈川県や近県を中心に
調整中の広域処理について
早期の具体化を図る。 

広域処理必要及び受入見込量（平成25年３月22日現在） （万トン） 



●広域処理調整済（実施済み、実施中、又は受入量決定済み）（１都１府１０県３３件） 
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岩手 広域処理の進捗状況（平成25年3月22日現在） 

受入側自治体 
搬出元 
自治体 

受入対象物 実施状況 
本格受入 
開始時期 

受入済量 

（トン） 

青森県 
八戸市 
(民間) 

久慈市 木質系廃棄物 本格受入中 H24.5.25～ 約2,240 
洋野町 木質系廃棄物 本格受入中 H24.5.25～ 約800 

野田村 
木質系、可燃系混合物、
不燃系混合物 

本格受入中 H24.7.18～ 約3,320 

釜石市 不燃物 本格受入中 H24.9.16～ 約1,030 
東通村(民間) 野田村 可燃物、不燃物 本格受入中 H24.10.10～ 約2,010 

秋田県 

大仙美郷環境事業組合 宮古市 可燃系混合物(木質系) 本格受入中 H24.4.23～ 約1,870 

秋田市 野田村 可燃系混合物 本格受入中 H24.9.4～ 約5,280 

湯沢雄勝広域市町村圏組合 野田村 可燃系混合物 本格受入中 H24.9.11～ 約590 

横手市 野田村 可燃系混合物 本格受入中 H24.9.11～ 約520 

由利本荘市 野田村 可燃系混合物 受入完了 H24.9～H24.10 約150 

仙北市 野田村 不燃混合物 本格受入中 H24.12.3～ 約490 

山形県 

村山市(民間) 釜石市 不燃物 本格受入中 H24.8.6～ 約21,900 

米沢市(民間) 
野田村、宮古市、
大槌町、山田町 

漁具・漁網 本格受入中 H24.11～ 約3,330 

米沢市(民間) 釜石市 漁網等 受入完了 H23.10～H24.3 約1,400 

福島県 喜多方市（民間） 陸前高田市 木くず 本格受入中 H24.6.4～ 約5,590 

群馬県 
吾妻東部衛生施設組合 宮古地区 可燃性混合廃棄物 本格受入中 H24.6.8～ 約530 
桐生市 宮古地区 可燃性混合廃棄物 本格受入中 H24.9.27～ 約2,850 
前橋市 宮古地区 可燃性混合廃棄物 本格受入中 H25.1.22～ 約550 

埼玉県 熊谷市、日高市、横瀬町(全て民間) 野田村 木くず 受入完了 H24.9～H24.12 約1,150 

東京都 
民間 大槌町 混合廃棄物 本格受入中 H24.7.17～ 約17,700 
民間 宮古市 混合廃棄物 受入完了 H23.12～H24.6 約18,000 

新潟県 

三条市 大槌町 木くず 本格受入中 H25.2.12～ 約60 

柏崎市 大槌町 木くず 
本格受入中 

 
H25.2.12～ 
 約50 

長岡市 大槌町 木くず 受入完了 
H25.2.18～
H25.3 約10 

石川県 金沢市 宮古地区 漁具・漁網 本格受入中 H24.12.25～ 約140 



●本格受入を表明済（既に広域処理調整済のところを除く。）（１都２県５件） 
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受入側自治体 搬出元自治体 受入対象物 表明日 
受入開始時期 

(予定) 
受入量（トン） 

(予定) 

秋田県 
秋田県環境保全
センター 

岩手県野田村 不燃混合物 H25.3.14 調整中 約12,800 

東京都 
民間 岩手県釜石市 混合廃棄物 H25.1.10 H25.4～(予定) 約21,000 

民間 岩手県陸前高田市 混合廃棄物 H25.1.10 H25.4～(予定) 約29,000 

富山県 

高岡市 山田町 可燃物 H25.2.1 調整中 調整中 

富山地区広域圏
事務組合 

山田町 可燃物 H25.2.19 調整中 調整中 

●試験処理実施済（既に受入実施中、本格受入表明済のところを除く。）又は 

  実施予定（既に実施日が決まっているところに限る。）（２県２件） 

受入側自治体. 搬出元自治体 受入対象物 試験処理実施日 

富山県 新川広域圏事務組合 山田町 可燃物 H25.1.23 

石川県 輪島市 宮古地区 可燃物 H24.12.27 

受入側自治体 
搬出元 
自治体 

受入対象物 実施状況 
本格受入 
開始時期 

受入済量 

（トン） 

福井県 
敦賀市 大槌町 木くず 受入完了 H24.10.26 

約6 
高浜町 大槌町 木くず 受入完了 H24.11.4 

静岡県 

島田市 山田町 木くず 受入完了 H24.5.24～H25.3 約530 

静岡市 山田町、大槌町 木くず 受入完了 H24.10～H25.2 約1,040 
裾野市 山田町 木くず 受入完了 H24.10.18～H25.3 約70 
浜松市 山田町、大槌町 木くず 受入完了 H24.10.18～H25.3 約1,120 

富士市 山田町 木くず 受入完了 
H25.2.18～H25.3 
 

約30 

大阪府 大阪市 宮古地区 木くず等可燃物 本格受入中 H25.1.23～ 約4,130 



宮城 

 県内沿岸部を4つのブ

ロックに分け、処理を実
施。仙台市等は、県に
事務委託を行わず自ら
処理を実施。 

 各ブロック及び仙台市
に、仮設焼却炉29基（
計約4,594トン／日）、

破砕・選別施設を地域
ごと（９ 箇所の二次仮

置場（宮城県）及び３箇
所の搬入場（仙台市））
に設置し、県内処理を
最大限実施中。 

仮設焼却炉（仙台市） 
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仮置場以降の災害廃棄物処理状況（宮城県）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

仮設焼却炉
（2基:400t/日）
試運転中：1基
　稼働中：1基

破砕・選別施設(1箇所)

仮設焼却炉
（2基：300t/日）
試運転中：2基

破砕・選別施設(1箇所)

87 なし

※1 石巻ブロックの仮設焼却炉のうちストーカ炉（３基）は、平成24年9月4日から処理能力329.5ｔ/日へ変更。
※2 宮城東部衛生処理組合は、塩竃市分は処理していない。
※3 山元処理区の仮設焼却炉のうちストーカ炉は、平成24年11月28日から処理能力109.5ｔ/日へ変更。

H25.3.22

災害廃棄物
推計量(千t)

県への事務委託
の範囲

中間処理施設

スケジュール

H23 H24 H25

<気仙沼
ブロック>
気仙沼市
南三陸町

気仙沼
処理区

955
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

階
上
地
区

南三陸
処理区

523
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（3基:285t/日）

小
泉
地
区

気仙沼市ごみ焼却場
（約12ｔ/日）※処理実績平均値

稼働中：5基

破砕・選別施設(1箇所)

稼働中：3基

破砕・選別施設(1箇所)

仮設焼却炉

（5基：1,589ｔ/日）※1

稼働中：2基

破砕・選別施設(1箇所)

宮城東部衛生処理組合　※2

（30ｔ/日）

石巻広域クリーンセンター
（約30ｔ/日）※処理実績平均値

<石巻ブロック>
石巻市
東松島市
女川町

5,271
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

稼働中：2基

破砕・選別施設(1箇所)

岩沼
処理区

399
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（3基：195ｔ/日）

松島町・利府町

<亘理名取
ブロック>
名取市
岩沼市
亘理町
山元町

名取
処理区

607
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（2基：190ｔ/日）

<宮城東部ブロック>
塩竈市
多賀城市
七ヶ浜町

695
中間処理、再生利
用、最終処分（一
部運搬も含む。）

仮設焼却炉
（2基：320ｔ/日）

稼働中：3基

破砕・選別施設(1箇所)

亘理
処理区

492
中間処理、再生利
用、最終処分

仮設焼却炉
（5基：525ｔ/日）

仙台市 1,344 なし

仮設焼却炉
（3基：480ｔ/日）

稼働中：5基

破砕・選別施設(1箇所)

山元
処理区

653
中間処理、再生利
用、最終処分

仮設焼却炉

（2基：310ｔ/日）※3

稼働中：3基

破砕・選別施設(3箇所)

稼働中：2基

破砕・選別施設(1箇所)

(既設3基、仮設26基)

試運転 本格運転

稼働中

焼却施設破砕・選別施設

(12箇所)
可燃物の処理能力 4,666t/日（既設3施設、仮設29基(内26基稼働)）
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宮城 
県内での処理を最優先し、可能な限り再資源化を行い、焼却・埋立
処分量の減量を図ることとしているが、災害廃棄物の発生量が膨
大であり、県内で処理を完結するのが困難な状況です。計画期間内
で処理を終了させるには、他都道府県との連携による広域処理が
必要でありご協力をお願いします。 

可燃物 

不燃混合物 

木くず 

 広域処理必要量： 

  計：３９万t 

  

 

注1:宮城県の再生利用（廃プラ、その他）は、可燃物に分類。 

注2：受入見込量とは、既に調整済みの広域処理（平成25年3月22日現在、1都1府13県66件（岩手県分を含む））による処理
済み量又は処理見込み量のほか、現在具体的に自治体等と受入を調整中の広域処理による受入見込量をいう。 

注3：不燃混合物については、県内における復興資材としての再生利用又は県内処理の調整に努めるが、調整結果に応じて、
県外での最終処分を検討する可能性がある。 

広域処理必要量（平成25年3月22日現在） 

既に実施中及び調整中の受入先
において着実に処理を実施するこ
とにより、概ね平成25年3月までに
受入を終了。 

近県において調整中の広域処理
について早期に具体化を図る。 

県内における復興
資材としての再生利
用又は県内処理の
調整に努めるが、調
整結果に応じて、近
県において調整中
の広域処理を具体
化を図る。 

（万トン） 

  可燃物注1 木くず 不燃混合物注3 合計 

必要量 15 8 16 39 

受入見込量注2 14 7 15 36 



受入側自治体 搬出元自治体 受入対象物 実施状況 本格受入開始時期 受入済量（トン） 

青森県 

東北町及び六ヶ所村(民間) 気仙沼市 木くず 受入完了 H24.2～H24.10 約3,600 

八戸市(民間) 石巻市 廃飼料等 本格受入中 H24.3.22～ 約3,390 

三戸町 南三陸町 可燃物 受入完了 H23.8～H24.3 約4,900 

六ヶ所村 宮城県気仙沼市 不燃混合物 本格受入中 H25.3.14～ － 

山形県 

米沢市(民間) 多賀城市 不燃物 受入完了 H23.8～H24.11 約42,800 

村山市(民間) 気仙沼市 木くず 本格受入中 H23.7～ 約10,800 

山形市(民間) 岩沼市 木くず 受入完了 H24.4～H24.8 約1,200 

米沢市(民間) 岩沼市 木くず 受入完了 H24.6～H24.8 約500 

寒河江市(民間) 岩沼市 木くず 本格受入中 H24.7.3～ 約860 

酒田市及び酒田地区広域行政組合 松島町 災害廃棄物 受入完了 H24.8～H24.12 約300 

米沢市(民間) 岩沼市、石巻市 不燃物・漁網 本格受入中 H24.9.24～ 約10,500 

東根市外二市一町共立衛生処理組合 多賀城市 可燃物 受入完了 H24.10.16～H25.3 約870 

村山市(民間) 塩竃市、多賀城市、七ヶ浜町 不燃混合物 本格受入中 H25.2.8～ - 

川西町(民間) 仙台市 被災木 受入完了 H23.9～H23.12 約1,000 

米沢市、中山町(民間) 仙台市 米・大豆等 受入完了 H23.9～H23.10 約5,200 

最上町(民間) 松島町 小型船舶 受入完了 H23.12～H24.1 約60 

最上町(民間) 利府町 小型船舶 受入完了 H24.3～H24.3 約40 

福島県 
いわき市（民間） 名取市 木くず 本格受入中 H24.7.6～ 約6,590 

いわき市（民間） 南三陸町 木くず 受入完了 H23.12～H24.5 約3,500 

茨城県 
古河市(民間) 石巻市 紙、畳、漁網 本格受入中 H24.6.15～ 約6,180 

ｴｺﾌﾛﾝﾃｨｱかさま 石巻市 可燃物、不燃物 本格受入中 H24.8.30～ 約8,580 

栃木県 壬生町 多賀城市 木くず 本格受入中 H24.12.3～ 約330 

東京都 

二十三区清掃一部事務組合 

女川町 可燃性廃棄物 本格受入中 

H24.3.1～ 

約28,900 

西多摩衛生組合 H24.6.11～ 

日野市 H24.6.15～ 

多摩ニュータウン環境組合 H24.7.11～ 

柳泉園組合 H24.9.10～ 

多摩川衛生組合 H24.10.2～ 

町田市 H24.11.1～ 

八王子市 H25.1.9～ 

(民間) 宮城県石巻市 畳 受入完了 H24.6～H24.11 約7,050 

(民間) 宮城県石巻市 混合廃棄物 本格受入中 H24.8.20～ 約18,700 

福岡県 北九州市 宮城県石巻市 木くずを中心とした可燃物 
本格受入中 

 
H24.9.17～ 約19,160 

●広域処理調整済（実施済み、実施中、又は受入量決定済み）（１都６県３３件） 
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宮城 広域処理の進捗状況（平成25年3月22日現在） 



11 （撮影日H23.11.30) 

広域処理前 

（撮影日H 24.6.13） 

広域処理後 

仮置場の場所（宮古市赤前）  

場所 宮古運動公園仮置場 

受入先自治体 東京都 

受入開始年月 
廃棄物の種類・量 

平成23年12月～24年6月 
混合廃棄物 約 17,000ｔ 

仮置場の状況 

広域処理が進んだことにより、宮古運
動公園仮置場の破砕選別施設の設置
予定地にあった混合廃棄物がなくなり、
破砕選別施設が整備された。 

跡地利用計画 計画策定中 
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場所 
岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里第14地
割 

受入先自治体 
（柱材・角材） 

静岡県静岡市、浜松市、新潟県柏崎市、
三条市、福井県敦賀市、高浜町 

受入開始年月 平成24年10月18日 

仮置場の状況 
平成24年12月20日までに柱材・角材約
200トンを搬出 

跡地利用計画 
震災前に存在した吉里吉里海岸公園
（フィッシャリーナ）を復旧させる予定 

（撮影日H24.4.19） （撮影日H25.1.10） 

広域処理前 広域処理後 

広域処理の成果 

②岩手県大槌町の事例 



13 共用中（撮影日H24.5.2） 解消後（撮影日H25.1.7） 

場所 宮城県松島町北小泉境50 

受入先自治体 
山形県酒田市・酒田地区広域行政組
合 

受入開始年月 平成24年８月 

仮置場の状況 
平成24年12月末までに約300トンを搬
出済み 

跡地利用計画 民有地のため所有者に返還 

広域処理前 広域処理後 

写真撮影仮置場の場所 

（松島町北小泉）  
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福島第一原発から100～250km

以上離れており、空間放射線量は他
の地域と同等。 

そこで発生した災害廃棄物の放射
能濃度は不検出又は低い。 

文部科学省：放射線モニタリング情報サイト：http://radioactivity.mext.go.jp/map/ja/i不検出ex.html 



※1 クリアランスレベル以下の不燃物は除く。 

※2 受入側の埋立処分に係る追加的な措置が

必要とならないよう、焼却処理により生じる焼却
灰の放射性Cs濃度が8,000Bq/kg以下となる
よう配慮。 

 被災地で可能な限り分別 

 再生利用が可能なものは極力再生利用 

  （津波堆積物が混ざった災害廃棄物については、セメント焼成が有効） 

 再生利用困難な可燃物は焼却処分の上、焼却灰を埋立処分 

  （一般廃棄物処理施設での受入れの場合、通常処理している生活ごみと 

   災害廃棄物の混焼となることが一般的） 

 再生利用困難な不燃物は埋立処分 
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災害廃棄物 

再生利用製品 

（金属、コンクリート、木質
等）の放射性Cs濃度：

100Bq/kg以下 

不燃物※1 

（放射性Cs濃度
8,000Bq/kg以下） 

は管理型最終処分場
で埋立処分 

可燃物 

（放射性Cs濃度240-

480Bq/kg以下）は焼却処分
の上、焼却灰（8,000Bq/kg

以下）を管理型最終処分場で
埋立処分※2 

災害廃棄物の広域処理に関する方法等（平成24年4月環境省告示第76号） 
災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン（平成23年8月策定、最終改訂平成24年1月11日） 

混焼率 

東京23区 10%以下 

• 被災地における災害廃棄物処理事業
費単価：約2～7万円/トン 

• 広域処理実績単価（運搬及び処理）：
約3～8万円/トン 
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災害廃棄物のみをストーカ式焼却炉で焼却する場合： 
災害廃棄物の放射性Cs濃度が240Bq/kg以下であれば 

焼却灰放射性Cs濃度は8,000Bq/kg以下 

（濃縮率：33.3倍）。 

災害廃棄物のみを流動床式焼却炉で焼却する場合： 
災害廃棄物の放射性Cs濃度が480Bq/kg以下 

であれば焼却灰放射性Cs濃度は8,000Bq/kg以下 

（濃縮率：16.7倍）。 

実際には通常の一般 

廃棄物と混焼するので、 

より高い濃度のものでも 

広域処理が可能。 

具体的な濃度の限度は、
混焼割合、通常の一般
廃棄物に含まれる放射性
Cs濃度によって異なるの

で、受入側の焼却施設の
状況に応じて設定 

 

万一、放射性Cs濃度が 

8,000Bq/kgを超えた 

場合は、国が責任を 

持って対応 

放射性Cs濃度が
8,000Bq/kgを超える廃棄

物については、放射性物質
汚染対処特措法に定める指
定廃棄物となる見込み 

8,000Bq/kg 0 Bq/kg 

8,000Bq/kg超については 

国が責任を持って処理 

災害廃棄物の濃度 

不検出または240-480Bq/kg以下 
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○最も影響を受ける最終処分場の作業者の被ばく線量が0.78mSv/年（＜ 1mSv/年） 
 

○埋立後の周辺住民の被ばく線量：0.01mSv/年以下 

① 処理に伴って周辺住民の受ける追加的線量は1mSv/年以下とする。 

② 処理を行う作業者が受ける追加的線量についても可能な限り1mSv/年を超えないことが 

  望ましい。 

③ 処分施設の管理期間終了以後、周辺住民の受ける追加的線量は0.01mSv/年以下とす 

  る。 

  

※ 日本の自然の放射線量は平均1.48mSv/年であり、0.01mSv/年は人の健康に対する 

  影響が無視できる線量  

災害廃棄物を安全に処理するための方法の検討の際の目安 

（災害廃棄物安全評価検討会） 

8,000Bq/kgの焼却灰を埋立処分した場合 
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・8,000Bq/kgの基準は、第三者機関から、安全に処理できる基準として認められている。 

○8,000ベクレル/kgは、原子力安全委員会及び放射線審議会の諮問・答 
 申を経て策定されたものである。 
 
○国際原子力機関（IAEA）から、「放射性セシウム8,000ベクレル/kg以下の 
 廃棄物を追加的な措置なく管理型処分場で埋立を実施することについて、 
 既存の国際的な方法論と完全に整合性がとれている。」と評価されている。 
 
○日本学術会議からの提言において、「岩手県・宮城県で生じた災害廃棄物 
 に含まれている放射性物質濃度は、多くの場合、十分に小さく、放射性物 
 質汚染対処特別措置法及び災害廃棄物広域処理推進ガイドラインの処 
 理・処分基準を満たすかぎり健康被害を引きおこすものではなく、県内処理 
 も広域処理も可能である。」と示されている。  
 （平成24年4月9日『提言 災害廃棄物の広域処理のあり方について』） 



19 

再生利用におけるクリアランスレベル 

 

 

 

 

 

 

 

金属、コンクリート、木質等を含む災害廃棄物を再生利用した製
品の放射性Cs濃度：100 Bq/kg以下 

市場に流通する前に、0.01mSv/年になるように適切に管理。 

※ 0.01mSv/年は自然界の放射線レベルに比較して十分小さく、また、

人の健康に対するリスクが無視できる線量であり、放射性物質として扱う
必要がないもの。 

※一部の製品のロットがこの値を上回る場合であっても、桁が同じであれば、
放射線防護上の安全性について必ずしも大きく異なることはない。 
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 運転を終了した原子力発電所の解体等により発生

するコンクリート、金属を想定し、原子力発電所や一

般社会での再利用を推進するために定めた基準。 

 廃棄物を再生利用した製品が、日常生活を営む場

所などの一般社会で、様々な方法（例えばコンクリート

を建築資材、金属をベンチなどに再生利用）で使われ

ても安全な基準として定められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  原子力発電所の事故に伴って環境に放出されたセ

シウムに汚染された廃棄物について、一般的な処理

方法（分別、焼却、埋立処分等）を想定し、安全に処

理するために定めた基準。 

 8,000Bq/kg以下の廃棄物は、従来と同様の方

法により安全に焼却したり埋立処分したりすることが

可能。焼却施設や埋立処分場では排ガス処理、排水

処理や覆土によって環境中に有害物質が拡散しない

ように管理が行われていることから、周辺住民の方

にとって問題なく安全に処理が可能。 

 8,000Bq/kg以下の廃棄物を焼却した結果、焼却

灰の放射能濃度が8,000Bq/kgを超えた場合は、

特別な処理が必要。広域処理により焼却する場合は、

そのようなことがないよう、対象とする廃棄物の目安

を240Bq/kg -480Bq/kgとしている。 

放射性物質汚染対処特措法に基づく
指定基準(8,000Bq/kg) 

廃棄物を安全に処理するための基準。 

原子炉等規制法に基づくクリアランス
基準(100Bq/kg) 

廃棄物を安全に再利用できる基準。 
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 搬出側の確認方法 

受入側の理解（安心の観点）を得ることが不可欠であることから、搬出側の確
認方法を整理。搬出側で放射能濃度、空間線量率の確認を行っているので、
受入時に改めてこれらを測定する必要はなく、確認的なモニタリングを実施。 

 

災害廃棄物の放射
能濃度を確認 

（種類ごとの放射能
濃度測定、組成
データ） 

 

 

線量計で災害廃棄
物全体を対象に周
辺の空間線量率を
測定 

バックグラウンドの空
間線量率より有意に
高くなるものがない
ことを確認 

一次仮置場 二次仮置場 

搬出 

※（参考）：「港湾における輸出コンテナの放射線測定のためのガイドライン」（H23.4国

土交通省港湾局総務課危機管理室）では、放射線量率の測定により、コンテナの除染
が必要であると判断する基準地として、コンテナ測定場所のバックグラウンドの放射線量
率の値の３倍値を採用。 

放射能濃度算定方法により
評価を実施、安全性を確認 

 

 

①焼却処理 

焼却灰、排ガスの放射能濃度測定（月１回） 
処理施設の敷地境界の放射線量測定（週1回） 

②再生利用 

中間処理後の災害廃棄物、製品の放射能濃度
測定（月1回） 
焼却灰、排ガスの放射能濃度測定（月１回） 

③不燃物等の埋立 

埋立前の災害廃棄物の放射能濃度測定（月1

回） 
処分場敷地境界の放射線量測定（週1回） 

受入側 



組成別に試料を採取し、放射能濃度
を測定。問題のないものを広域処理
の搬出対象とする（一次仮置場）。 
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搬出対象の廃棄物（写真の
例は木くず）の空間放射線量
を測定（二次仮置場）。 

焼却施設で焼却後、埋立を行う焼却灰、飛灰の放射能濃度を測定。
排ガスも放射能濃度を測定し、安全を確認（受入側） 

。 

搬出するコンテナの空間放射線量
を測定（二次仮置場） 

。 

最終処分場
で埋立。 

仮置場で粗選別後、手作業により
さらに選別を行う（二次仮置場）。 

焼却灰 



 放射線としてベータ線やガンマ線を出す。 

 物質としては、ナトリウムやカリウムと同じアルカリ金属。 

 食塩（塩化ナトリウム）と同様に、塩化セシウムの状態では水
に溶けやすい物質。 

 ただし、土壌の粘土質に強く引き付けられ、いったん土壌に
くっつくと、地下に浸透しにくい性質をもつ。 

 外部被ばくで主になるガンマ線は、土壌やコンクリートで遮へ
いすれば、放射性物質から出てくる放射線の多くを防ぐこと
ができる。 
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（独）国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター  

大迫政浩：「放射性物質を含む廃棄物の課題と対応（JWセミナー）より 

例えば、土壌の層30cmがあれば、放射線量を約40分の1にすることができる。 
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廃棄物の中の放射性セシウムは、  

850℃以上の高温の炎の中で揮

発したり、小さな液滴となって排ガ
スと一緒に流れていくものと、燃え
残りの灰に残るものに分かれる。 

揮発・液化 

排ガス中に含まれる 

燃え残り（灰）に残存 

廃棄物中の 

放射性セシウム 

（独）国立環境研究所提供資料より 

焼却すると廃棄物中の放射性セシウムはどうなるか？ 



排ガス中の塩化セシウム（CsCl）は、 

沸点（液体から揮発する温度） 1300℃ 

融点（固体から液体になる温度） 646℃ 

•排ガスは冷やされて、気体状
あるいは液状のセシウムは、
主に塩化セシウムとして固体
状態になり、ばいじんに凝集し
たり吸着する。 

ばいじんの粒子 

（平均は数十μｍ） 

気体状の塩化
セシウム等 

凝集 

・吸着 

排ガス中の揮発した放射性セシウムはどうなるか？ 

•セシウムが吸着しているばいじんは、バグフィルターでほぼ完全に
除去、捕集される。 
•バグフィルターは、きめ細かなろ布上に形成された薬剤やダスト自
身による層により、サブミクロン（0.1μｍ以下）の粒子を濾（こ）し
とって除去する。 

（独）国立環境研究所提供資料より 
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ばいじんに吸着した放射性セシウムはどうなるか？ 
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 セシウムについて、バグフィルター付きの焼却炉で99.92～
99.99%、電気集じん機の焼却炉で96.65～99.62%の除
去率を確認。（サンプリング箇所は下図参照） 

 放射性セシウムの物質収支から排ガス処理の信頼性に疑問を
呈する意見もあるが、ごく微量の放射性セシウムについて施設
内の物質収支を実測で把握することは、精緻で大がかりな調
査が必要であり、現実的ではない。 

排気ガス 

入口で試料採取 

出口で試料採取 

図 バグフィルターの前後での焼却灰の放射能濃度測定のためのサンプリング箇所 

排ガス処理設備 
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•排ガス中のばいじんの除去が大切。焼却施設には、ばいじんの
規制があり、規制値を守っていれば、放射性セシウムの排ガス
濃度の目安を超過する心配はない。 

•ばいじんは２４時間連続計測・監視。 

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の
事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施
行規則（平成二十三年環境省令第三十三号） 」に示された排ガス中の濃度限度を排
出口で下回っていれば、充分に安全といえる。 

 

 

134Csの濃度（Bq/ｍ3）  137Csの濃度（Bq/ｍ3 ） 
      20              30 

＋ ≦１ 

排ガス中のセシウム濃度は基準値以下であれば安全か？ 

濃度限度は、同一人が0 歳児から70 歳になるまでの間、上限濃度の放射
性物質を含む空気を摂取したとしても、被ばく線量が１mSv/年以下となる
濃度として設定されたもの。 



広域処理受入施設におけるモニタリング結果（可燃物の焼却・溶融の事例） 

排ガス実測データはすべての施設で検出下限値未満。安全に処理できていることを確認。Ｘ 
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受入側自治体 
搬出側 
自治体 

受入災害廃棄物 
の放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

焼却・溶融施設の 
排ガス中放射性物質濃度 

（単位：Bq/m3） 

焼却・溶融施設で発生する 
焼却灰等の放射性物質濃度 

（単位：Bq/Kg） 

秋田県 
横手市 

東部環境保全センター 岩手県 
野田村 

 不検出 
  (<3.8〜<7.1) 

 不検出 
  (<1.16〜<1.85) 

 飛灰：32※埋立飛灰〜104  
 スラグ：不検出(<9.1〜
<11.4) 試験処理： 2012年7月11-12日 

受入開始： 2012年9月11日 

山形県 
酒田市 

酒田地区広域行政組合 
ごみ処理施設 宮城県 

松島町 
 不検出(<40)〜78 

 不検出 
  (<0.809〜<1.41) 

 主灰：29(一部不検出)〜58 
 飛灰：不検出(<37)〜85 
 スラグ：不検出(<12.8)〜
2.5(一部不検出) 

試験処理： 2012年6月17日 

受入開始： 2012年8月1日 

茨城県 
笠間市 

エコフロンティア 
かさま 宮城県 

石巻市 

 可燃物： 
  不検出(<28)〜56 
 不燃物： 
  不検出(<15.8)〜26 
                (一部不検出) 

 不検出(<4) 
 飛灰：1,520〜2,290 
 スラグ：16(一部不検出)〜52 試験処理： 2012年7月19、20日 

受入開始： 2012年8月30日～2014年3月31日 

群馬県 
桐生市 

桐生市清掃センター 岩手県 
宮古市 

 不検出(<5.6〜<20)  不検出(<8) 
 主灰：52〜539 
 飛灰：1,024〜3,420 試験処理： 2012年5月31日、6月1日 

受入開始： 2012年9月27日〜2013年12月 

東京都 
大田区 

東京二十三区清掃一部事務組合 
大田清掃工場 宮城県 

女川町 
 45〜84 

 不検出 
  (<1.04〜<2.93) 

 主灰：40〜137  
 飛灰：860〜3,110 試験処理： 2011年12月13〜14日 

受入開始： 2012年4月 

福井県 
敦賀市 敦賀市清掃センター 岩手県 

大槌町 
 10.1  不検出(<2.03)  

 主灰：不検出(<3.8) 
 飛灰：8.3 

試験処理： 2012年10月26日 

福岡県 
北九州市 日明工場 宮城県 

石巻市 

  
 8〜40 
  

 不検出(<1.07〜<8) 
 主灰：不検出(<13〜<20) 
 飛灰：30〜90※薬剤注入後 

試験処理： 2012年5月23日、24日 
受入開始： 2012年9月17日～2013年3月31日 

(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果（セメント焼成の事例） 

実測データはほとんどの施設が検出下限値未満。一部検出されている場合でも、安全性 

を確認する目安となる濃度を大きく下回っており、安全に処分できていることを確認。 
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注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     
(2012年12月14日現在） 

 受入側自治体 
搬出側 
自治体 

受入災害廃棄物 
の放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

セメント焼成炉の 
排ガス中放射性 
物質濃度 
（単位：Bq/m3） 

セメント中の 
放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

 青森県八戸市 八戸セメント（株） 

宮城県石巻市、 
岩手県 

（久慈市・洋野町・ 
野田村・釜石市） 

 不検出(<12) 
     〜26(一部不検出) 

 不検出(<1.0〜<2.4) 

 普通セメント：不検出 
 早強セメント：不検出 
 高炉セメント：不検出 

 試験処理： 2012年3月9日（石巻市）、 
         2012年3月23日（野田村）、 
         2012年5月10日（久慈市・洋野町）、 
         2012年8月10日（釜石市） 

 受入開始： 2012年3月22日（石巻市）、 
         2012年7月17日～2013年3月31日（野田村）、 
         2012年5月25日（久慈市、洋野町）、 
         2012年9月26日（釜石市） 

 埼玉県熊谷市 
太平洋セメント（株） 
熊谷工場 

岩手県野田村  不検出(<6.3〜<36) 
 不検出 
   (<1.23〜<2.06) 

 普通セメント： 
  不検出(<13.6)〜18.5(一部不検出) 

 高炉B種セメント： 

 不検出(<12〜17.1) 

 試験処理： 2012年3月25日 

 受入開始： 2012年9月6日 

 埼玉県日高市 
太平洋セメント（株） 
埼玉工場 

岩手県野田村  不検出(<6.9〜<36) 
 不検出 
  (<1.22〜<1.93) 

 普通セメント： 
  不検出(<14.8)〜26.9(一部不検出) 

 高炉B種セメント： 
  不検出(<13.7)〜18.9(一部不検出) 

 

 試験処理： 2012年3月25日 

 受入開始： 2012年9月6日 

埼玉県横瀬町 
三菱マテリアル（株） 
横瀬工場 

岩手県野田村  不検出(<7〜<14.8) 
 不検出 
  (<1.8〜<1.94) 

 普通セメント：不検出 
 高炉セメント：不検出 
 早強セメント：不検出 

 試験処理： 2012年3月25日 

 受入開始： 2012年9月6日 
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8,000Bq/kg以下の焼却灰や不燃物については、追加的な措置なく、安全に
一般廃棄物最終処分場（管理型最終処分場）で埋立処分可能です。 

管理型最終処分場 

遮水シート 

他の 

廃棄物 
焼却灰等 

浸出液 

処理設備 

保有水 

集排水管 

 

覆 土 

作業員 

（ 1mSv/年以下） 

周辺住民 

処分終了後 

（0.01mSv/年以下） 

土壌層（中間覆土等） 

（独）国立環境研究所提供資料より 

・焼却灰等と水がなるべく接触しないように、水がたまり
やすい場所での埋立ては行わない。 

・放射性セシウムの土壌吸着性を考慮して土壌の層の上
に焼却灰を埋立。 

・陸域化した部分：陸上の最終処分場と同じ 

・水面部分：水面埋立地の残余水面部の内水の放射
能濃度が最終処分場周辺の公共用水域における安
全性を確認する目安となる放射能濃度以下（残余水
面部の内水の放射能濃度を月1回測定） 

（より安定した状態での処分のために） （水面埋立の場合） 
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「放射性物質汚染対処特別措置法施行規則」に示された処分場周辺の公共
の水域における濃度限度を排出口で下回っていれば、充分に安全といえる。 

134Csの濃度（Bq/L）  137Csの濃度（Bq/L） 
      60              90 

  ＋ ≦１ 

濃度限度は、同一人が0 歳児から70 歳になるまでの間、上限濃

度の放射性物質を含む水を摂取したとしても、被ばく線量が１
mSv/年以下となる濃度 
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 広域処理をお願いしている災害廃棄物は、放射能濃度が不検出または低いもので
あるため、土壌層で十分吸着できると考えられます。 

 万が一、最終処分場の浸出水に放射性セシウムが検出された場合には、ゼオライト
に吸着させることにより、地下水等への流出を防ぐことが可能です。 

最終処分場の遮水性能を考慮せず、処分場下流端から井戸までの距離を全て０とする等、保守
的な設定で、５５万トン処分した場合を想定し、安全性を評価。 

地下水にしみ出した場合を想定した安全性評価シナリオ 

 約11万Bq/kgの廃棄物を埋め立てた場合の地下水を飲用摂取したとしても追加的
な被ばく線量は0.01mSv/年を超えない。 

 4万6千Bq/kgの廃棄物を埋め立てたとしても、地下水経由の被ばく経路では影響
が最も大きい「地下水利用の農作物摂取」による追加被ばく線量は0.01mSv/年を
超えない。 

広域処理の対象としている災害廃棄物やその焼却灰の放射能濃度は、8,000Bq/kg
を大きく下回る濃度になると考えられることから、地下水経由での健康への影響は無
視できるレベルと考えられます。 

評 価 結 果 



広域処理受入施設におけるモニタリング結果 

（可燃廃棄物の焼却灰の埋立の事例） 
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(2012年12月14日現在） 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

最終処分場の放流水等 
の放射性物質濃度 

（単位：Bq/L） 

 秋田県大仙市 
大仙美郷環境事業組合 

一般廃棄物最終処分場 岩手県 
宮古市 

 放流水：不検出（<0.66〜<1.02） 
 地下水：不検出(<0.69〜<1.07)  試験処理： 2012年3月26〜28日 

 受入開始： 2012年4月23日 

 山形県酒田市 
酒田地区広域行政組合 

最終処分場 宮城県 
松島町 

 放流水：不検出（<1.16〜<1.61） 
 地下水：不検出(<1.16〜<1.56) 
  上流：不検出(<1.51〜<1.81)  
  下流：不検出(<1.56〜<1.73) 

 試験処理： 2012年6月18日 

 受入開始： 2012年8月1日 

 栃木県壬生町 環境センター 宮城県 
多賀城市 

 放流水：1.4 
 地下水：不検出(<1.47)  

 試験処理： 2012年9月18日～19日 

 群馬県中之条町 
吾妻東部衛生センター 
最終処分場 岩手県 

宮古市 

 放流水：不検出（<20）〜27 
 地下水：不検出(<2.0) 
  上流：不検出(<2.0)  
  下流：不検出(<2.0) 

 試験処理： 2012年4月10〜12日 

 受入開始： 2012年6月8日 

 静岡県浜松市 平和最終処分場 岩手県 
大槌町、 
山田町 

 放流水：不検出(<2.0) 
 地下水：不検出（<2.0) 

 試験処理： 2012年10月4日 

 受入開始： 2012年10月19日 

実測データはほとんどの施設が検出下限値未満。安全に処理できていることを確認。 

注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     
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広域処理受入施設におけるモニタリング結果 

（不燃廃棄物の埋立の事例） 

実測データはほとんどの施設が検出下限値未満。安全に処理できていることを確認。 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

焼却・溶融施設で 
発生する焼却灰、 
受入災害廃棄物等の 
放射性物質濃度 

（単位：Bq/Kg） 

最終処分場の放流水等 
の放射性物質濃度 

（単位：Bq/L） 

 山形県米沢市 （株）エコス米沢 
宮城県 

仙台市・石巻市、 
宮城県 

（岩沼処理区）、 
岩手県釜石市 

 不検出(<14.3)〜880 
 放流水：不検出（<1.03〜<3.9） 
 地下水：不検出(<0.98〜<3.9) 

 受入開始： 2011年9月 

 山形県米沢市 ジークライト（株） 宮城県、 
宮城県多賀城市 

 不検出(<2.9)〜610 
 放流水：不検出（<1.29)〜2.2(一部不検出) 

 地下水：不検出(<1.02〜<10.0) 
 受入開始： 2011年8月 

 山形県村山市 （株）アシスト 宮城県石巻市、 
宮城県気仙沼市、 
岩手県釜石市 

 不燃物： 
 18.1(一部不検出)〜138 

 放流水：不検出（<1.67)〜20.8 
 地下水：不検出(<1.69〜<3.8)  試験処理： 2012年8月3日、4日 

 受入開始： 2011年4月26日～2014年3月31日 

 山形県中山町 （株）キヨスミ産研 宮城県、 
宮城県仙台市、 
宮城県石巻市 

 不検出(<19.6〜<28) 
 放流水：不検出（<0.9〜<1.47） 
 地下水：不検出（<0.86〜<1.32）  受入開始： 2011年9月 

 山形県白鷹町 テルス（株） 宮城県仙台市､ 
宮城県石巻市 

 不検出(<3.81〜<28) 
 放流水：不検出（<1.09〜<10.0） 
 地下水：不検出(<1.05〜<10.0) 

 受入開始： 2011年10月 

 山形県山形市 （株）山形環境荒正 宮城県仙台市､ 
宮城県石巻市 

 不検出(<28) 
 放流水：不検出（<0.69〜<1.25） 
 地下水：不検出(<0.96〜<1.45)  受入開始： 2011年10月 

(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     
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受入市町村 

受入都道府県 

環境省廃棄物対策課 

協力
要請・
説明 

⑤地方公共団体間で合意 

③広域処
理に関す
る相談 

②受入可能量
等の情報提供 

広域処理推進会議開催、安全性評価、住民説明用資料の提供 

有識者派遣【⑥】、関係省庁との連携 

環境省現地災害対策本部 

（被災側地方公共団体の相談窓口） 
【⑦広域処理の進捗状況管理】 

被災市町村 

被災県 

被災側地方公共団体 

マッチング 

受
入
側
住
民 

情報
提供 

環境省地方環境事務所 

（受入側地方公共団体の相談窓口） 
【④キックオフミーティングの調整】 

①受入
可能量
等の情
報提供 

受入側地方公共団体 
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廃棄物処理法施行令第４条第９号イに基づく通知等 

 

○一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を 

 指定することとされている（第４条第７号） 
 

（１）指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所が委託した市町村以外の市町村の区域にある 

   ときは、当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、次の事項を通知 

   しなければならない。※ 

   ①処分又は再生の場所の所在地（埋立処分を委託する場合にあっては、埋立地の所在地、 

    面積及び残余の埋立容量） 

   ②受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

   ③処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法 

   ④処分又は再生を開始する年月日 

    ※通知は、委託契約の締結前に書面により行う（「一般廃棄物の処分等の委託基 

     準の遵守等について」（平成13年８月23日付け環廃対325環境省大臣官房廃棄物 

     ・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知）） 
 

（２）一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る 

   処分又は再生利用の状況を一年に一回以上、実地に確認しなければならない。 

 

被災市町村から受入側市町村への事前通知等 



 広域処理は、被災地側の災害廃棄物処理事業として実施されるため、その費用は被
災自治体が負担（被災自治体に対する国庫補助等により実質的には国が全額負担）。 

 処理に必要な放射能濃度測定経費等も補助対象。 
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被災市町村に対する支援 

• 地域住民の方々の安心確保対策に要する費用 

①地域住民の方々の理解を得るために必要な放射能測定費用（処理施設周辺の空間線量測定等を含む） 

②住民説明に要する費用（説明会、広報、被災地視察等） 

③受入検討段階における試験焼却に要する費用 

• 災害廃棄物の処理費用 

通常の処理費用に加えて、既存施設の減価償却費相当額や被災自治体への職員派遣に要する旅費も対象 

• 施設整備に要する費用 

広域処理の受入に関連して自治体が行う廃棄物処理施設の整備に対し支援 

①現在建設中（設計中のものも含む）の施設であって、災害廃棄物を受け入れることが可能な施設又は 

  災害廃棄物を受け入れる既存の施設と同等のものとして整備している施設 

②広域処理の受入に使用した最終処分場の容量に相当する将来の最終処分場の整備 

③災害廃棄物の処理により生じた施設の修繕 

• その他、自治体の要望に応じ、国が災害廃棄物の放射能測定を実施するほか、特に 
  広域処理に不可欠な経費については、国が支援する。 

 

受入側市町村等に対する支援 
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広域処理に関する情報を、オープンに、かつわかりやすく、 

国民のみなさまと共有するためのサイト 

ここには、被災地の自治体と受入側の自治体がそれぞれ測定した「仮置場の廃棄物」、
「焼却後の排ガス」などの放射能濃度データをはじめ、その処理や測定の方法にいたる
まで、手に入るデータをわかりやすく集約。 

資料１ 



宮古地区（田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町） 

〈久慈地区〉（洋野町、久慈市、野田村、普代村） 

釜石地区（大槌町、釜石市） 

大船渡地区（大船渡市、陸前高田市） 

釜石地区仮設焼却炉（旧焼却炉） 

久慈広域連合 
ごみ焼却場 

2.5ｔ/日 H23.9月受入れ開始 

仮設焼却炉  95ｔ/日 H24.3月 本格稼働 

宮古清掃 
センター 

55ｔ/日  H23.4年 受入れ開始 

 仮設焼却炉 
（旧焼却炉） 

 100t/日  H24.2月 本格稼働 

 岩手沿岸南部 
クリーンセンター 

 60ｔ/日  H23.5受入れ開始 

 太平洋セメント
５号キルン 

750ｔ/日 

 H23.6焼却開始 
H23.11セメント生産開始  

 太平洋セメント
１号キルン 

H23.12焼却開始 
H24.6セメント生産開始 

宮古仮設焼却施設 
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気仙沼処理区 階上地区 

気仙沼処理区 小泉地区 

南三陸地区 

石巻市、東松島市、女川町 

名取処理区（名取市、岩沼市、亘理町、山元町） 

岩沼処理区（名取市、岩沼市、亘理町、山元町） 

山元処理区（名取市、岩沼市、亘理町、山元町） 

亘理処理区（名取市、岩沼市、亘理町、山元町） 

仮設焼却炉 320ｔ/日（２基） 

H24.10月 本格稼働：1号炉 
H24.11月 本格稼働：2号炉 仮設焼却炉 300ｔ/日（２基）  H25.１.29 試運転開始 

仮設焼却炉 285ｔ/日（３基） H24.12月 本格稼働 

仮設焼却炉 
1,589ｔ/日 
（５基） 

H24.6月 本格稼働：1号炉 
H24.8月 本格稼働:2号炉 
H24.9月 本格稼働：3～5号炉 

仮設焼却炉 480ｔ/日（３基） 
H23.10月 本格稼働（90ｔ/日：2炉） 
H23.12月 本格稼働（300ｔ/日：1炉） 

仮設焼却炉 400ｔ/日（２基） 
H25.2月 本格稼働；1号炉 
H24.12.20 試運転開始：２号炉 東部ブロック 

仮設焼却炉 190ｔ/日（２基） 
H24.5月 本格稼働：1号炉 
H24.6月 本格稼働：2号炉 

仮設焼却炉 195ｔ/日（３基）  H24.6月 本格稼働：1～3号炉 

仮設焼却炉 300ｔ/日（２基）   
H24.5月 本格稼働：１号炉 
H24.7月 本格稼働：2号炉 

仮設焼却炉 525ｔ/日（５基）   
H24.4月 本格稼働：1～3号炉 
H24.6月 本格稼働：4,5号炉 

仙台市 
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資料３ 

【参考（既設炉）】 
気仙沼市ごみ焼却場（約12t/日）H23.4受入れ開始 

石巻広域クリーンセンター（約4t/日）H24.6受入れ開始 

宮城東部衛生処理組合（30t/日）H23.3受入れ開始 

仙台市 



岩手県内の仮設焼却炉におけるモニタリング結果 

地区 炉・規模 
焼却施設の 

排ガス中放射性物質濃度 
焼却施設で発生する 
主灰の放射性物質濃度 

焼却施設で発生する 
飛灰の放射性物質濃度 

（単位：Bq/m3） （単位：Bq/Kg） （単位：Bq/Kg） 

宮古 

1号焼却炉 

（ストーカ：47.5t/日） 
ND （<2）［H24.7.19］ 35［H24.7.6］ 330［H24.7.6］ 

2号焼却炉 

（ストーカ：47.5t/日） 
ND （<2）［H24.7.19］ 44［H24.7.6］ 274［H24.7.6］ 

釜石 

1号焼却炉 

（ガス化溶融：50t/日） 
ND （<2）［H24.5.7］ スラグ：ND（<10）

［H24.6.27］ 
 

メタル：ND（<10)
［H24.6.27］ 

310［H24.7.25］ 

2号焼却炉 

（ガス化溶融：50t/日） 
ND （<2）［H24.5.28］ 

注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「ND」は検出下限値未満であったことを示す。（ ）内は、134Cs及び137Csの合計の検出下限値を示す。［  ］内の日付は測定日を示す。 
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資料４ 



宮城県内の仮設焼却炉におけるモニタリング結果 

ブロック・ 
処理区 炉・規模 

焼却施設の 
排ガス中放射性物質濃度 

焼却施設で発生する 
主灰の放射性物質濃度 

焼却施設で発生する 
飛灰の放射性物質濃度 

（単位：Bq/m3） （単位：Bq/Kg） （単位：Bq/Kg） 

石巻 

1号焼却炉 

(ロータリーキルン：300t/日) 
ND （<2.0）［H24.6.6］ 

45［H24.6.22］ 720［H24.6.22］ 
2号焼却炉 

(ロータリーキルン：300t/日) 
－ 

亘
理
名
取 

名取 

1号焼却炉 

(ストーカ：95t/日) 
ND （<1.0）［H24.6.12］ 

126［H24.6.12］ 322［H24.6.12］ 
2号焼却炉 

(ストーカ：95t/日) 
ND （<0.9）［H24.6.26］ 

岩沼 

1号焼却炉 

(ストーカ：50t/日) 
ND （<1.0）［H24.7.19］ 620［H24.7.26］ 490［H24.7.26］ 

2号焼却炉 

(ストーカ：50t/日) 
ND （<1.0）［H24.7.20］ 550［H24.7.26］ 530［H24.7.26］ 

3号焼却炉 

(ロータリーキルン：95t/日) 
ND （<2.0）［H24.7.26］ 270［H24.7.26］ 900［H24.7.26］ 

亘理 

1号焼却炉 

(ストーカ：105t/日) 
ND （<1.2）［H24.7.20］ 410［H24.7.20］ 870［H24.7.20］ 

2号焼却炉 

(ストーカ：105t/日) 
ND （<1.0）［H24.7.23］ 350［H24.7.21］ 

350［H24.7.21］ 
3号焼却炉 

(ストーカ：105t/日) 
ND （<1.2）［H24.7.20］ 440［H24.7.20,21］ 

4号焼却炉 

(ストーカ：105t/日) 
ND （<1.4）［H24.7.21］ 330［H24.7.20］ 

351［H24.7.20］ 
5号焼却炉 

(ストーカ：100t/日) 
ND （<1.0）［H24.7.21］ 370［H24.7.20］ 

山元 

1号焼却炉 

(ロータリーキルン：200t/日) 
ND （<0.8）［H24.7.17］ 182［H24.7.24］ 2,060［H24.7.24］ 

2号焼却炉 

(ストーカ：100t/日) 
ND （<0.8）［H24.7.18］ 620［H24.7.25］ 650［H24.7.25］ 

注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「ND」は検出下限値未満であったことを示す。（ ）内の数値は、134Cs及び137Csの合計の検出下限値を示す。[ ]内の日付は測定日を示す。 
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（出典）「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質の分析状況等に関する調査研究結果に 

     ついて」 平成24年3月13日 文部科学省 

セシウム134、137の50年間積算実効線量に比べて、放射性ストロンチウムやプ
ルトニウムの50年間積算実効線量は非常に小さいことから、今後の被ばく線量評
価等においては、セシウム134、137の沈着量に着目してくことが適切である。 

2100 

1900 

東京電力(株)福島第一原子力発電所から概ね100km圏内における地表面（表層
5cmの土壌）に沈着した放射性物質について核種分析を行った結果、最高の沈着
量が検出された各箇所における50年間積算実効線量を比較した。 

資料５ 



※飛灰中の放射能濃度算定方法 

  飛灰中の放射能濃度1)
=災害廃棄物の濃度α×飛灰への濃縮率β2)

 

  1)廃棄物の種類ごとの組成比に応じた加重平均。検出されない場合は検出下限値の濃度を仮定 

  2)放射性Csが全量飛灰に移行すると仮定。ストーカ式β=33.3倍、流動床式β=16.7倍 

 

 

※実証試験による測定結果は、 

 放射能濃度算定方法より低く、 

 上記算定方法により安全側で 

 評価可能。 
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災害廃棄物を焼却した際に発生する焼却灰の中の放射能濃度を安全側に仮定を置いて算定し、評価を実施。 

岩手県内で最も高い測定結果が得られた陸前高田市の調査結果を用いた場合でも、放射性Cs濃度：
3,450Bq/kgにとどまった。広域処理を行った場合も、安全な処分のための追加的措置を必要とすることなく、管理
型処分場で埋立が可能。 

災害廃棄物を実際に焼却した焼却灰の測定結果においても、放射能濃度は8,000Bq/kgを下回っている。 

宮古市の災害廃棄物を実際に混焼した実証試験：133Bq/kg 

仙台市仮設焼却炉における焼却灰測定結果：1,000Bq/kg以下 

女川町の災害廃棄物を混焼した実証試験：2,300Bq/kg 

太平洋セメント㈱大船渡工場で：905Bq/kg 

岩手県及び宮城県（福島県との県境付近を除く。）の沿岸市町村については、いずれの市町村の災害廃棄物も、そ
の焼却灰は8,000Bq/kgを大幅に下回る可能性が高い。 

災害廃棄物の焼却処理に関する評価 

宮古市の災害廃棄物の焼却実証試験結果 

焼却施設 

宮古清掃センター 

（岩手県宮古市大字小山田第二地割岩ヶ沢110番地） 

施設概要 
処理能力：186t/日（93t×２炉） 
焼却方式：流動床式焼却炉 

焼却灰 

採取年月日 平成23年９月14日 平成23年９月９日 

混合燃焼率 27% ０％（通常時） 

放射能濃度（飛灰） 133 Bq/kg 151 Bq/kg 

放射能濃度（主灰） 10 Bq/kg 不検出 

資料６ 
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・安全評価の実施に際しては、以下の通りの様々なシナリオ設定を行い、処理の各工程 
 におけるあらゆる放射線量を見積もっている。 
・そうした評価の結果設定された8,000Bq/kgの基準は十分に安全側に立ったものとなっ 
 ている 

資料７ 
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シナリオ 評価対象 処理に伴う被ばく量が1mSv/yとなる放射能濃度 

保管 廃棄物積み下ろし作業※２ 作業者 8時間/日, 250日のうち半分、作業(1000時間／年） 12,000Bq/kg 

保管場所周辺居住※２ 一般公衆 居住時間の20%を屋外で過ごす 100,000Bq/kg 

運搬 廃棄物運搬作業 作業者 8時間/日, 250日のうち半分、作業(1000時間／年） 10,000Bq/kg 

運搬経路周辺居住 一般公衆 赤信号での停車時間（450時間／年） 160,000Bq/kg 

中間処理 焼却炉補修作業 作業者 実態から900時間／年 30,000Bq/kg 

焼却施設周辺居住 一般公衆 居住時間の20%を屋外で過ごす 5,500,000Bq/kg 

埋立処分 焼却灰埋立作業※３ 作業者※４ 8時間/日, 250日のうち半分、作業(1000時間／年） 10,000Bq/kg 

脱水汚泥等埋立作業※５ 作業者※４ 8時間/日, 250日のうち半分、作業(1000時間／年） 8,000Bq/kg 

最終処分場周辺居住※６ 一般公衆 居住時間の20%を屋外で過ごす 100,000Bq/kg 

シナリオ 評価対象 被ばく量が10μSv/y以下となる放射能濃度 

埋立処分 埋立地跡地公園利用 一般公衆 実態から200時間／年  170,000Bq/kg 

地下水利用農作物摂取 一般公衆 46,000Bq/kg※７ 

※１ 廃棄物の処理においては、可燃物については焼却後に埋立処分、不燃物については埋立処分されることが一般的であり、このような処理の実態を踏まえてシナリオ設定を行った。また、福島県内
の廃棄物処理施設の実態等を参考にして、評価に用いるパラメータの設定を行った。これは既往のクリアランスレベル設定時の考え方に準じて行ったものであり、前提条件が変わることにより結果が変
わり得る。 

※２ 保管は200m×200mの敷地にテント（15m×30m×高さ2m）を50個設置と想定。敷地内の複数のテントから周辺居住者の被ばくについて、居住場所は保管場所から適切な距離を取るものとして
評価した。例えば、100,000Bq/kgの廃棄物を保管した場合、保管場所からの適切な距離は約70m 、8,000Bq/kgの廃棄物を保管した場合、保管場所からの適切な距離は約2mとなる。 

※３ 焼却灰等埋立では、外部被ばく評価の線源条件として、福島県内の廃棄物処理施設の実態等を参考にして200m×200m×深さ10mの大きさ、かさ密度1.6g/cm3と想定。 

※４ 既往のクリアランスレベル評価に倣い、安全側に見て、作業者は１日８時間・年間250日の労働時間のうち半分の時間を処分場内で重機を使用して埋立作業を行っているものとした。なお、重機の
遮蔽係数を0.4とした。 

※５ 脱水汚泥埋立処分では、外部被ばく評価の線源条件として、既往のクリアランスレベル評価に倣って半径500m×深さ10mの大きさ、かさ密度2.0 g/cm3と想定。 

※６ 居住場所は埋立場所から適切な距離を取るものとして評価している。例えば、埋立処分場（200m×200m×深さ10m）で即日覆土を毎日15cm行う条件で、作業中の露出面積を15m×15mとした
場合は、100,000Bq/kgの廃棄物では8m 、8,000Bq/kgの廃棄物では2mとなる。 

※７ この結果を受け、8,000Bq/kg超の焼却灰等については、遮水工が設置されている管理型処分場等において、焼却灰の周囲に隔離層を配置するなど、十分な安全対策を講ずる 

こととしている。なお、シナリオ評価においては、遮水工のない安定型処分場を想定しており、地下水流方向の分散長、地下水流方向の分散係数、処分場下流端から井戸までの距離 

を全て０として評価をしている等、保守的な設定をしている。 

・シナリオ※１に基づき、安全評価を実施したところ、8,000Bq/kg以下の廃棄物について
は、従来と同様の処理方法により、通常通り周辺住民、作業員のいずれにとっても安全
に処理することが可能。 

資料８ 
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空 

資料９ 

ろ紙部にて 
ダストを捕集 

ドレン部にて 
ガス態を捕集 

蒸留水 100mL 
  

ﾟ 

冷却水槽(氷冷) 

排ガスの 

 流れ 

円筒ろ紙 

煙道 

円形ろ紙 

 

採取条件（例） 

１ 吸引流量  
15L/min以下×240分(４時間）、 

合計3000L程度 

２ 円筒・円形ろ紙 シリカ製または石英製ろ紙 

テフロン樹脂製 

チューブジョイント 

ガス吸収ビン 

500mL×3段 

測定方法は、JISZ8088「排ガスのダスト濃度の測定方法」に準拠した試料採取を行い、ダストはろ紙部、ガス態はドレン部で捕集し
測定する構造となっている。ろ紙部を通り抜けた微粒子についてもドレン部で捕集されるため、測定漏れはないと考えられる。 

空 
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排ガス実測データはすべての施設で検出下限値未満。安全に処理できていることを確認。 

49 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

受入災害廃棄物 
の放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

焼却・溶融施設の 
排ガス中放射性物質濃度 

（単位：Bq/m3） 

焼却・溶融施設で発生する 
焼却灰等の放射性物質濃度 

（単位：Bq/Kg） 

 秋田県横手市 東部環境保全センター 
岩手県野田村 

 不検出 
  (<3.8〜<40) 

 不検出 
   (<1.22〜<1.64) 

 主灰：不検出(<13.2〜<50) 
 飛灰：26.5〜53(一部不検出)  試験処理： 2012年7月11-12日 

 受入開始： 2012年9月11日～2014年3月末  

 秋田県 
 由利本荘市 本荘清掃センター 

岩手県野田村 
 不検出 
  (<5.2〜<5.6) 

 不検出 
    (<1.1〜<1.29) 

 主灰：不検出(<13.2〜<16.7) 
 飛灰：25〜28.8(一部不検出) 

 試験処理： 2012年7月19、20日 

 受入開始： 2012年9月25日～2012年10月31日、 
          2013年4月～2013年10月31日 

 秋田県大仙市 
大仙美郷環境事業組合  
大仙美郷クリーンセンター 岩手県宮古市  不検出(<3.9)〜6 

 不検出 
  (<0.98〜1.97) 

 主灰：不検出(<12)〜51(一部不検出) 

 飛灰：不検出(<50) 〜71 
 試験処理： 2012年3月26〜28日 

 受入開始： 2012年4月23日 

 秋田県羽後町 
湯沢雄勝広域市町村圏組合 

貝沢クリーンセンター 
岩手県野田村 

 不検出 
  (<3.8〜<5.6) 

 不検出 
  (<1.08〜<1.83) 

 主灰：不検出(<10.9〜<50) 
 飛灰：不検出(<50)〜55  試験処理： 2012年7月13-14日 

 受入開始： 2012年9月11日 

 秋田県秋田市 秋田市総合環境センター 
岩手県野田村 

 不検出 
  (<3.8〜<7.1) 

 不検出 
  (<1.16〜<1.85) 

 飛灰：32※埋立飛灰〜104  
 スラグ：不検出(<9.1〜<11.4)  試験処理： 2012年5月19-22日 

 受入開始： 2012年9月4日～2014年3月末日 

 山形県村山市 
やまがたグリーンパワー
（株） 

宮城県 
気仙沼市 

 不検出(-)〜24 

       (一部不検出) 

 不検出 
  (<0.64〜<1.07) 

 主灰：124〜2,040 
 受入開始： 2011年7月19日 

 山形県東根市 

東根市外二市一町 
共立衛生処理組合 

ごみ焼却処理施設 
宮城県 
多賀城市 

 164〜189 
 不検出 
    (<-〜<8.0) 

 主灰：93〜171 
 飛灰：870〜1,010 

 試験処理： 2012年8月26、27日 

 受入開始： 2012年10月16日～2013年3月31日 

資料 
10 

(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果（可燃物の焼却・溶融の事例） 

排ガス実測データはすべての施設で検出下限値未満。安全に処理できていることを確認。 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

受入災害廃棄物 
の放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

焼却・溶融施設の 
排ガス中放射性物質濃度 

（単位：Bq/m3） 

焼却・溶融施設で発生する 
焼却灰等の放射性物質濃度 

（単位：Bq/Kg） 

 山形県最上町 （株）最上クリーンセンター 宮城県松島町、 
利府町 

 不検出 
  (<32〜<40) 

 不検出 
   (<0.4〜<1.72) 

 主灰：39〜73 

 飛灰：169〜1,390 
 スラグ：不検出(<22)〜21 

 受入開始： 2011年11月～2012年3月26日 
 （松島町分： 2012年1月19日） 

 山形県酒田市 
酒田地区広域行政組合 

ごみ処理施設 
宮城県松島町  不検出(<40)〜78 

 不検出 
  (<0.809〜<1.41) 

 主灰：29(一部不検出)〜58 
 飛灰：不検出(<37)〜85 
 スラグ：不検出(<12.8)〜2.5 
                         (一部不検出) 

 試験処理： 2012年6月17日 

 受入開始： 2012年8月1日 

 茨城県笠間市 エコフロンティアかさま 
宮城県石巻市 

 可燃物： 
  不検出(<28)〜56 
 不燃物： 
  不検出(<15.8)〜26 
                (一部不検出) 

 不検出(<4) 
 飛灰：1,520〜2,290 
 スラグ：16(一部不検出)〜52  試験処理： 2012年7月19、20日 

 受入開始： 2012年8月30日～2014年3月31日 

 群馬県中之条町 
吾妻東部衛生センター 

可燃ごみ処理施設 
岩手県宮古市  不検出(<4)〜10未満  不検出(<4) 

 主灰：248※簡易測定数値 

       〜726 
 飛灰：928※簡易測定数値 

       〜4,058 
 試験処理： 2012年4月10〜12日 

 受入開始： 2012年6月8日 

 群馬県前橋市 六供清掃工場  岩手県 
宮古地区 

 不検出(<5.6)  不検出(<8) 
 主灰：99 
 飛灰：728  試験処理： 2012年11月1日～2日 

 受入開始： 2013年1月～12月   

 群馬県桐生市 桐生市 清掃センター 
岩手県宮古市  不検出(<5.6〜<20)  不検出(<8) 

 主灰：52〜539 
 飛灰：1,024〜3,420  試験処理： 2012年5月31日、6月1日 

 受入開始： 2012年9月27日〜2013年12月 

 栃木県壬生町 清掃センター 宮城県 
多賀城市 

 不検出(<20)  不検出(<0.25)  飛灰：730  試験処理： 2012年9月18日～19日 
 受入開始： 2012年12月3日〜2014年3月31日 

 東京都羽村市 
西多摩衛生組合  
環境センター 宮城県女川町  16.8〜56  不検出(<1.1〜<1.6)  飛灰：408〜645 

 受入開始： 2012年6月11日 
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10 

(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果（可燃物の焼却・溶融の事例） 

排ガス実測データはすべての施設で検出下限値未満。安全に処理できていることを確認。 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

受入災害廃棄物 
の放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

焼却・溶融施設の 
排ガス中放射性物質濃度 

（単位：Bq/m3） 

焼却・溶融施設で発生する 
焼却灰等の放射性物質濃度 

（単位：Bq/Kg） 

 東京都江東区 
東京臨海 
リサイクルパワー（株） 

岩手県宮古市 
・大槌町、 

宮城県石巻市   
 不検出(-)〜111  不検出(<0.83〜<4) 

 主灰：不検出(<17〜<40) 
 飛灰：300〜980 

 スラグ：不検出(<11)〜20.9 
                           (一部不検出) 

 試験処理： 2011年11月2〜30日 

 受入開始： 2011年12月 

 東京都日野市 
日野市 クリーンセンター  
可燃ごみ処理施設 宮城県女川町  45〜84  不検出(<0.6〜<8) 

 主灰：68〜145 
 飛灰：68〜173 

 受入開始： 2012年6月15日〜2013年3月末日 

 東京都東久留米市 
柳泉園組合 

柳泉園クリーンポート 宮城県女川町  52〜84  不検出(<4) 
 主灰：147〜150 
 飛灰：600〜725 

 受入開始： 2012年9月10日～2013年3月末日 

 東京都稲城市 
多摩川衛生組合 

クリーンセンター多摩川  
宮城県女川町  52〜56 

焼却炉： 
不検出(<1.35〜<1.63) 
灰溶融炉： 
不検出(<1.17〜<1.3) 

 飛灰：345(速報値)〜476 

 スラグ： 
 不検出(<17.46)〜31.4※溶融スラグ 

 受入開始： 2012年10月2日～12月 

 東京都北区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

北清掃工場  宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.63〜<2.02) 

 主灰：72〜116 
 飛灰：484〜905 

 受入開始： 2012年8月 

 東京都葛飾区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

葛飾清掃工場 宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.22〜<2.1) 

 主灰：216〜414 
 飛灰：692〜3,090 

 スラグ：19  受入開始： 2012年5月28日 

 東京都練馬区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

光が丘清掃工場  宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.67〜<2.12) 

 主灰：50〜121 
 飛灰：354〜1,778 

 受入開始： 2012年6月25日 

 東京都豊島区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

豊島清掃工場  宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.97〜<2.21) 

 主灰：45※流動床不燃物〜136 
 飛灰：291〜470 

 受入開始： 2012年8月～ 

 東京都墨田区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

墨田清掃工場 宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.81〜<2.12) 

 主灰：85〜222 
 飛灰：301〜2,082 

 受入開始： 2012年4月 
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(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果（可燃物の焼却・溶融の事例） 

排ガス実測データはすべての施設で検出下限値未満。安全に処理できていることを確認。 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

受入災害廃棄物 
の放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

焼却・溶融施設の 
排ガス中放射性物質濃度 

（単位：Bq/m3） 

焼却・溶融施設で発生する 
焼却灰等の放射性物質濃度 

（単位：Bq/Kg） 

 東京都江戸川区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

江戸川清掃工場 宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.81〜<2.06) 

 主灰：165〜462 
 飛灰：2,552〜4,200 

 受入開始： 2012年7月9日～ 

 東京都中央区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

中央清掃工場 宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.17〜<2.53) 

 主灰：41〜83 
 飛灰：471〜1,125 

 受入開始： 2012年3月 

 東京都世田谷区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

千歳清掃工場 宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.74〜<2.12) 

 主灰：38〜83 
 飛灰：612〜1,032 

 受入開始： 2012年7月9日～ 

 東京都渋谷区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

渋谷清掃工場  宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.71〜<1.81)  

 主灰：56〜74  

 飛灰：239〜639 
 受入開始： 2012年7月30日 

 東京都江東区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

新江東清掃工場 宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.59〜<2.11) 

 主灰：42〜204  
 飛灰：561〜2,289 

 受入開始： 2012年3月 

 東京都目黒区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

目黒清掃場  宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.44〜<2.11) 

 主灰：46〜83  
 飛灰：716〜970 

 受入開始： 2012年8月1日 

 東京都江東区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

有明清掃工場  宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.24〜<2.12) 

 主灰：29〜57 
 飛灰：742〜1,118 

 受入開始： 2012年7月30日 

 東京都港区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

港清掃工場 宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.84〜<2.69) 

 主灰：39〜66 
 飛灰：526〜2,171 

 受入開始： 2012年4月 
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(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果（可燃物の焼却・溶融の事例） 

排ガス実測データはすべての施設で検出下限値未満。安全に処理できていることを確認。 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

受入災害廃棄物 
の放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

焼却・溶融施設の 
排ガス中放射性物質濃度 

（単位：Bq/m3） 

焼却・溶融施設で発生する 
焼却灰等の放射性物質濃度 

（単位：Bq/Kg） 

 東京都大田区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

大田清掃工場 宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.04〜<2.93) 

 主灰：40〜137  
 飛灰：860〜3,110  試験処理： 2011年12月13〜14日 

 受入開始： 2012年4月 

 東京都大田区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

多摩川清掃工場  宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.84〜<2.1) 

 主灰：88〜153 
 飛灰：432〜1,054 
 スラグ：21(一部不検出)〜38 

 受入開始： 2012年8月～ 

 東京都足立区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

足立清掃工場 宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (＜1.85〜＜2.11) 

 主灰：243〜485 
 飛灰：559※溶融飛灰〜2,174 
 スラグ：24  受入開始： 2012年5月28日 

 東京都板橋区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

板橋清掃工場 宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (＜1.78〜＜2.02) 

 主灰：125〜306 
 飛灰：521〜3,030 
 スラグ：不検出(＜26)〜48  受入開始： 2012年6月18日 

 東京都世田谷区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

世田谷清掃工場 宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (＜1.67〜＜2.26) 

 主灰：62〜123 
 飛灰：789〜2,850※溶融飛灰 
 スラグ：28〜38(一部不検出)（溶融） 

         26(一部不検出)〜47（ガス化）  受入開始： 2012年6月18日 

 東京都品川区 
東京二十三区清掃一部事務組合 

品川清掃工場 
宮城県女川町  45〜84 

 不検出 
  (＜1.28〜＜2.25) 

 主灰：64〜201 
 飛灰：325〜2,550※溶融飛灰 

 スラグ：不検出(<18)〜40  試験処理： 2011年12月20〜21日 

 受入開始： 2012年4月 

 東京都多摩市 
多摩ニュータウン環境組合 

多摩清掃工場 宮城県女川町  45〜84 
 不検出 
  (<1.04〜<1.75) 

 主灰：54.5〜98.9 
 飛灰：333〜667 

 受入開始： 2012年7月11日～2013年3月末日 

 東京都町田市 
町田リサイクル 
文化センター 宮城県女川町  52〜56  不検出(<0.4) 

 主灰：30 
 飛灰：212 

 受入開始： 2012年11月1日～2013年3月31日 
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(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果（可燃物の焼却・溶融の事例） 

排ガス実測データはすべての施設で検出下限値未満。安全に処理できていることを確認。 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

受入災害廃棄物 
の放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

焼却・溶融施設の 
排ガス中放射性物質濃度 

（単位：Bq/m3） 

焼却・溶融施設で発生する 
焼却灰等の放射性物質濃度 

（単位：Bq/Kg） 

 新潟県柏崎市 
クリーンセンター 
かしわざき 岩手県大槌町  9.5  不検出(<0.0018)  

 主灰：5.7※コンテナの平均値〜6.0 
 飛灰：30〜33.4 ※コンテナの平均値 

 試験処理： 2012年10月11日～10月12日 

 新潟県三条市 清掃センター 岩手県大槌町  9.5〜9.92  不検出(<0.00219)  
 飛灰：24.4 
 スラグ：9.3 

 試験処理： 2012年10月11日～10月13日 

 福井県敦賀市 敦賀市清掃センター 
岩手県大槌町  10.1  不検出(<2.03)  

 主灰：不検出(<3.8) 
 飛灰：8.3  試験処理： 2012年10月26日 

 受入開始： ～2014年3月末 

 福井県高浜町 高浜町清掃センター 
岩手県大槌町  13  不検出(<5)  

 主灰：不検出(<20) 
 飛灰：40 

 試験処理： 2012年11月4日 
 受入開始： 2013年1月～2014年3月末  

 静岡県静岡市 沼上清掃工場 
岩手県大槌町 
・山田町 

  

 11.8〜12 
 8.6(山田町) 

  17.4(大槌町) 

  

 不検出(<1.79） 

 〜不検出(<1.87) 
                       ※焼却施設 

 主灰：不検出(<16)〜32 
 飛灰：230※無害化処理灰 

          〜275※溶融飛灰 

 スラグ：不検出(<12〜<15)  

 試験処理： 2012年6月13日〜16日 
 受入開始： 2012年10月18日 

 静岡県浜松市 南部清掃工場 岩手県大槌町、 
山田町 

 16.8〜28  不検出(<0.9) 
 主灰：19(一部不検出) 

 飛灰：89  試験処理： 2012年6月2,3日 

 静岡県富士市 環境クリーンセンター 
岩手県山田町  10〜14  不検出(<1.59) 

 主灰：24(一部不検出) 

 飛灰：132  試験処理： 2012年6月5日 

 静岡県裾野市 裾野市美化センター 

岩手県山田町 
・大槌町 

 不検出(<8.7) 
      〜6(一部不検出) 

 山田町分： 

 不検出(<8.3)〜8.6 
           (一部不検出) 

  

 不検出 
  (<1.67〜<2.73) 

 主灰：不検出(<20)〜27 
                                          (一部不検出) 

 飛灰：83〜120 
 試験処理： 2012年5月16日 

 受入開始： 2012年10月18日 
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(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果（可燃物の焼却・溶融の事例） 

排ガス実測データはすべての施設で検出下限値未満。安全に処理できていることを確認。 

 受入側自治体 
搬出側 
自治体 

受入災害廃棄物 
の放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

焼却・溶融施設の 
排ガス中放射性物質濃度 

（単位：Bq/m3） 

焼却・溶融施設で発生する 
焼却灰等の放射性物質濃度 

（単位：Bq/Kg） 

 静岡県静岡市 西ケ谷清掃工場 
岩手県大槌町 
・山田町 

 不検出(<8.3) 
        〜20.7 

  

 不検出 
  (<1.38〜<1.92) 

 飛灰：122〜147 
 スラグ：不検出(<13〜<14)  

 試験処理： 2012年5月23,24日 

 受入開始： 2012年11月1日 

 静岡県浜松市 西部清掃工場 
岩手県大槌町、 

山田町 

 不検出(<18)〜41 
                            (一部不検出) 

 山田町分： 

 不検出(<8.1)〜10.4 
                         (一部不検出) 

 大槌町分：8.6〜17.4 

  

 不検出(<1.0〜<1.3) 
  

 主灰：12 
 飛灰：57〜112 
 スラグ：不検出(<9)〜10 
              (一部不検出)  試験処理： 2012年6月25日～26日 

 受入開始： 2012年10月18日 

 静岡県島田市 田代環境プラザ 
岩手県山田町、 

大槌町  

 不検出(<8.3) 
 ※岩手県山田町での測定 

 〜23 

  

 不検出 
  (<1.1〜<3.41) 
  

 主灰：26(一部不検出) 

 飛灰：37(速報値)〜98 ※溶融飛灰 

 スラグ：不検出(<13〜<23)  
 試験処理： 2012年2月16日、17日 

 受入開始： 2012年5月24日 

 大阪府大阪市 舞洲工場 
岩手県 
宮古地区 

 8 
 ※搬出側での測定 

 不検出(<0.6) 
 主灰：不検出(<7) 
 飛灰：38 

 試験処理： 2012年11月29日～30日 

 受入開始： 2013年2月 

 福岡県 
 北九州市 

皇后埼工場 
宮城県石巻市  16(一部不検出)〜40  不検出(<8) 

 主灰：不検出(<20) 
 飛灰：33〜74 

 受入開始： 2012年9月17日～2013年3月31日 

 福岡県 
 北九州市 日明工場 

宮城県石巻市 

  
 8〜40 
  

 不検出(<1.07〜<8) 
 主灰：不検出(<13〜<20) 
 飛灰：30〜90※薬剤注入後  試験処理： 2012年5月23日、24日 

 受入開始： 2012年9月17日～2013年3月31日 

 福岡県 
 北九州市 新門司工場 

宮城県石巻市  8〜40   不検出(<0.99〜<8) 
 飛灰：19〜79※薬剤注入後   

 スラグ：不検出(<14〜<20)  試験処理： 2012年5月24、25日 

 受入開始： 2012年9月17日～2013年3月31日 
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(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果（セメント焼成の事例） 

排ガス実測データはすべての施設で検出下限値未満。安全に処理できていることを確認。 

 受入側自治体 
搬出側 
自治体 

受入災害廃棄物 
の放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

セメント焼成炉の 
排ガス中放射性 
物質濃度 
（単位：Bq/m3） 

セメント中の 
放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

 青森県八戸市 八戸セメント（株） 

宮城県石巻市、 
岩手県 

（久慈市・洋野町・ 
野田村・釜石市） 

 不検出(<12) 
     〜26(一部不検出) 

 不検出(<1.0〜<2.4) 
 普通セメント：不検出 
 早強セメント：不検出 
 高炉セメント：不検出 

 試験処理： 2012年3月9日（石巻市）、 
         2012年3月23日（野田村）、 
         2012年5月10日（久慈市・洋野町）、 
         2012年8月10日（釜石市） 

 受入開始： 2012年3月22日（石巻市）、 
         2012年7月17日～2013年3月31日（野田村）、 
         2012年5月25日（久慈市、洋野町）、 
         2012年9月26日（釜石市） 

 青森県東通村 
三菱マテリアル（株） 
青森工場 

岩手県野田村   
 不検出 
 (<0.6474〜<0.7621) 

 普通セメント：不検出 
 早強セメント：不検出 

 試験処理：2012年6月29日（可燃混合物）、 
         2012年10月30日（不燃物） 

 受入開始： 2012年10月10日（可燃混合物）、 
           2012年11月22日（不燃物） 

 埼玉県熊谷市 
太平洋セメント（株） 
熊谷工場 

岩手県野田村  不検出(<6.3〜<36) 
 不検出 
   (<1.23〜<2.06) 

 普通セメント： 
 不検出(<13.6)〜18.5(一部不検出) 

 高炉B種セメント： 

  不検出(<12〜17.1) 
 試験処理： 2012年3月25日 

 受入開始： 2012年9月6日 

 埼玉県日高市 
太平洋セメント（株） 
埼玉工場 

岩手県野田村  不検出(<6.9〜<36) 
 不検出 
  (<1.22〜<1.93) 

 普通セメント： 
  不検出(<14.8)〜26.9(一部不検出) 

 高炉B種セメント： 
  不検出(<13.7)〜18.9(一部不検出) 

 試験処理： 2012年3月25日 

 受入開始： 2012年9月6日 

 埼玉県横瀬町 
三菱マテリアル（株） 
横瀬工場 岩手県野田村  不検出(<7〜<14.8) 

 不検出 
  (<1.8〜<1.94) 

 普通セメント：不検出 
 高炉セメント：不検出 
 早強セメント：不検出  試験処理： 2012年3月25日 

 受入開始： 2012年9月6日 

 東京都日の出町 
  

東京たま広域資源循環組合 

エコセメント化施設 
  

宮城県女川町    不検出(-) 
 エコセメント： 
  不検出(<-〜<8.4) 
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(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果 

（可燃性廃棄物の焼却灰の埋立の事例） 

放流水、地下水の実測データはすべての施設で検出下限値未満。焼却灰を含め、安全性
を確認する目安となる濃度を大きく下回っており、安全に処分できていることを確認。 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

焼却・溶融施設で 
発生する焼却灰、 
受入災害廃棄物等の 
放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

最終処分場の放流水等 
の放射性物質濃度 

（単位：Bq/L） 

  

 秋田県秋田市 秋田市総合環境センター 
岩手県野田村 

 32〜38.7(一部不検出) 

           (埋立飛灰) 
 放流水：不検出（<0.90）〜1.21（一部不検出） 
 地下水：不検出(<0.64〜<1.68)  試験処理： 2012年5月19日～22日 

 受入開始： 2012年9月4日～2014年3月末日 

 秋田県横手市 
南東地区一般廃棄物 
最終処分場  岩手県野田村 

 主灰： 
 不検出(<13.2〜<15.5) 
 飛灰： 

 26.5(一部不検出)〜32 

 放流水：不検出（<0.8〜<1.16） 
 地下水：不検出(<0.62〜<0.9)  試験処理： 2012年7月12～13日 

 受入開始： 2012年9月11日 

 秋田県湯沢市 

湯沢雄勝広域市町村圏組合 

八面一般廃棄物 
最終処分場 岩手県野田村  31〜55(飛灰) 

 放流水：不検出（<0.72〜<1.08） 
 地下水：不検出(<0.81〜<1.09) 

 試験処理： 2012年7月12日～14日 

 受入開始： 2012年9月11日 

 秋田県由利本荘市 
本荘由利広域市町村圏組合 

埋立最終処分場 
岩手県野田村  25(飛灰) 

 放流水：不検出（<0.72〜<0.81） 
 地下水：不検出(<0.83〜<0.93)  試験処理： 2012年7月18～20日 

 受入開始： 2012年9月25日～10月31日、 
         2013年4月～10月31日 

 秋田県由利本荘市 
矢島鳥海清掃一部事務組合 

一般廃棄物最終処分場 
岩手県野田村  25(飛灰) 

 放流水：不検出（<0.64〜<1.05） 
 地下水：不検出(<0.9〜<0.94)  試験処理： 2012年7月18～20日 

 受入開始： 2012年9月25日～10月31日、 
         2013年4月～10月31日 
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(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果 

（可燃性廃棄物の焼却灰の埋立の事例） 

放流水、地下水の実測データはほとんどの施設が検出下限値未満。焼却灰を含め、安全
性を確認する目安となる濃度を大きく下回っており、安全に処分できていることを確認。 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

焼却・溶融施設で 
発生する焼却灰、 
受入災害廃棄物等の 
放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

最終処分場の放流水等 
の放射性物質濃度 

（単位：Bq/L） 

 秋田県大仙市 
大仙美郷環境事業組合 

一般廃棄物最終処分場 
岩手県宮古市  22.3(一部不検出)〜71(飛灰) 

 放流水：不検出（<0.66〜<1.02） 
 地下水：不検出(<0.69〜<1.07)  試験処理： 2012年3月26〜28日 

 受入開始： 2012年4月23日 

 山形県酒田市 
酒田地区広域行政組合 

最終処分場 
宮城県松島町 

 処理灰：34〜58 
 不燃物： 
   不検出(<20.4〜<25) 
 溶融スラグ： 
   不検出(<12.8)〜2.5 
                  (一部不検出) 

 放流水：不検出（<1.16〜<1.61） 
 地下水：不検出(<1.16〜<1.56) 
  上流：不検出(<1.51〜<1.81)  
  下流：不検出(<1.56〜<1.73)  試験処理： 2012年6月18日 

 受入開始： 2012年8月1日 

 山形県河北町 

東根市外二市一町 
共立衛生処理組合 

下釜最終処分場 
宮城県 
多賀城市 

 放流水：不検出（<2.8） 
 地下水：不検出(<-〜<3.3) 

 試験処理： 2012年8月31日 

 栃木県壬生町 環境センター 宮城県 
多賀城市 

 放流水：1.4 
 地下水：不検出(<1.47)   試験処理： 2012年9月18日～19日 

 群馬県中之条町 
吾妻東部衛生センター 
最終処分場 岩手県宮古市 

 放流水：不検出（<20）〜27 
 地下水：不検出(<2.0) 
  上流：不検出(<2.0)  
  下流：不検出(<2.0)  試験処理： 2012年4月10〜12日 

 受入開始： 2012年6月8日 

 静岡県浜松市 平和最終処分場 岩手県大槌町、 
山田町 

 57〜102※溶融飛灰  放流水：不検出(<2.0) 
 地下水：不検出（<2.0)  試験処理： 2012年10月4日 

 受入開始： 2012年10月19日 
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注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果 

（可燃性廃棄物の焼却灰の埋立の事例） 

放流水、地下水の実測データはすべての施設で検出下限値未満。焼却灰を含め、安全性
を確認する目安となる濃度を大きく下回っており、安全に処分できていることを確認。 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

焼却・溶融施設で 
発生する焼却灰等の 
放射性物質濃度 
（単位：Bq/Kg） 

最終処分場の放流水等 
の放射性物質濃度 

（単位：Bq/L） 

 静岡県島田市 一般廃棄物最終処分場 岩手県山田町 
・大槌町 

 37(速報値)〜98※溶融飛灰  放流水：不検出（<18〜<23) 
 地下水：不検出（<2.0)  試験処理： 2012年2月16日、17日 

 受入開始： 2012年5月24日〜 

 静岡県静岡市 沼上最終処分場 
岩手県大槌町、 

山田町 

 放流水：不検出（<14〜<18) 
 地下水： 
  霊園内 不検出(<2.14〜<2.2) 
  配水場内 不検出(<2.19〜<2.23)    受入開始： 2012年10月 

 新潟県柏崎市 エコグリーン柏崎夏渡 岩手県大槌町 
 主灰：5.7〜6.0 
 飛灰：30.0〜33.4 

 放流水：不検出(<-〜<2)  
 地下水：不検出(<-〜<2)  

 試験処理： 2012年10月16日 

 福井県高浜町 高浜町不燃物処分地 
岩手県大槌町   放流水：不検出(<15)  

 試験処理： 2012年11月5日 
 受入開始： 2013年1月～2014年3月末 

 福井県敦賀市 赤崎最終処分場 岩手県大槌町  4.9※セメント固形灰  放流水：不検出（<1.28) (処理水) 
 試験処理： 2012年10月29日 

 大阪府大阪市 北港処分地 
岩手県宮古地区 

 主灰：不検出(<7) 
 飛灰：38 

 放流水：不検出(<0.7)   試験処理： 2012年12月5日 
 受入開始： 2012年2月 

 福岡県北九州市 
響灘西地区 
廃棄物処分場 宮城県石巻市 

 放流水：不検出(<10) 
 周辺海水：不検出(<2) 

 受入開始： 2012年9月18日 
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10 

(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果 

（不燃廃棄物及び漁具・漁網の埋立の事例） 

実測データはほとんどの施設が検出下限値未満。一部検出されている場合でも、安全性 

を確認する目安となる濃度を大きく下回っており、安全に処分できていることを確認。 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

焼却・溶融施設で 
発生する焼却灰、 
受入災害廃棄物等の 
放射性物質濃度 

（単位：Bq/Kg） 

最終処分場の放流水等 
の放射性物質濃度 

（単位：Bq/L） 

 秋田県仙北市 
田沢湖一般廃棄物 
最終処分場 岩手県野田村  不検出(<11.5) 

 受入開始： 2012年12月3日～28日、 
        2013年4月上旬～12月下旬 

 山形県米沢市 （株）エコス米沢 
宮城県 

仙台市・石巻市、 
宮城県 

（岩沼処理区）、 
岩手県釜石市 

 不検出(<14.3)〜880 
 放流水：不検出（<1.03〜<3.9） 
 地下水：不検出(<0.98〜<3.9) 

 受入開始： 2011年9月 

 山形県米沢市 ジークライト（株） 宮城県、 
宮城県多賀城市 

 不検出(<2.9)〜610 
 放流水：不検出（<1.29)〜2.2(一部不検出) 

 地下水：不検出(<1.02〜<10.0)  受入開始： 2011年8月 

 山形県村山市 （株）アシスト 宮城県石巻市、 
宮城県気仙沼市、 
岩手県釜石市 

 不燃物： 
 18.1(一部不検出)〜138 

 放流水：不検出（<1.67)〜20.8 
 地下水：不検出(<1.69〜<3.8)  試験処理： 2012年8月3日、4日 

 受入開始： 2011年4月26日～2014年3月31日 

 山形県中山町 （株）キヨスミ産研 宮城県、 
宮城県仙台市、 
宮城県石巻市 

 不検出(<19.6〜<28) 
 放流水：不検出（<0.9〜<1.47） 
 地下水：不検出（<0.86〜<1.32）  受入開始： 2011年9月 

 山形県白鷹町 テルス（株） 宮城県仙台市､ 
宮城県石巻市 

 不検出(<3.81〜<28) 
 放流水：不検出（<1.09〜<10.0） 
 地下水：不検出(<1.05〜<10.0)  受入開始： 2011年10月 

 山形県山形市 （株）山形環境荒正 宮城県仙台市､ 
宮城県石巻市 

 不検出(<28) 
 放流水：不検出（<0.69〜<1.25） 
 地下水：不検出(<0.96〜<1.45)  受入開始： 2011年10月 

 東京都江東区 
東京都廃棄物 
埋立処分場 岩手県宮古市、 

宮城県女川町 
 放流水：不検出（<-〜<18.9） 

 試験処理： 2011年11月 
 受入開始： 2011年12月 
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(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     



広域処理受入施設におけるモニタリング結果 

（不燃廃棄物及び漁具・漁網の埋立の事例） 

実測データはほとんどの施設が検出下限値未満。一部検出されている場合でも、安全性 

を確認する目安となる濃度を大きく下回っており、安全に処分できていることを確認。 

受入側自治体 
搬出側 
自治体 

焼却・溶融施設で 
発生する焼却灰、 
受入災害廃棄物等の 
放射性物質濃度 

（単位：Bq/Kg） 

最終処分場の放流水等 
の放射性物質濃度 

（単位：Bq/L） 

 茨城県笠間市 エコフロンティアかさま 
宮城県石巻市 

 放流水：不検出（<6〜<7） 
 地下水：不検出(<7〜<9) 

 試験処理： 2012年7月23日 
 受入開始： 2012年8月30日～2014年3月末日 

 石川県金沢市 戸室新保埋立場 
岩手県宮古市  不検出(<-)〜6.0(一部不検出)   

 試験処理： 2012年11月10日 

 受入開始： ～2014年3月31日 
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(2012年12月14日現在） 
注）掲載数値は、134Cs、137Csの測定値の合計値。「不検出」は検出下限値未満であったことを示す。 

注）一部不検出とはCs-134またはCs-137のいずれかが不検出であった場合を示す。検出下限値と検出値の合計値を記載。     
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焼却灰が8,000Bq/kgを超えている焼却施設を含む13都県186施設の一般廃棄物処

理施設でのモニタリング結果では、ほとんどすべての施設で排ガス中の放射性セシウム濃
度は不検出であり、一部検出されている場合でも、安全性を確認する目安となる濃度を大
きく下回っており、安全に処理できていることを確認。 

資料11 

都道府県名 施設数 炉数 
排ガス中放射能濃度（単位：Bq/ｍ３） 

セシウム134 セシウム137 

岩手県 9 14 不検出 不検出 
宮城県 11 16 不検出 不検出 

山形県 6 10 不検出 不検出 

福島県 12 23 不検出～0.49 不検出～0.42 

茨城県 14 20 不検出 不検出～1.96 
栃木県 11 19 不検出 不検出 

群馬県 24 38 不検出 不検出 
埼玉県 24 37 不検出 不検出 

千葉県 28 41 不検出 不検出 

東京都 35 55 不検出 不検出 
神奈川県 10 15 不検出 不検出 

新潟県 1 1 不検出 不検出 
静岡県 1 1 不検出 不検出 

合計 186 290 不検出～0.49 不検出～1.96 
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15都県130施設のうち、約９割の施設で排水口における排水中の放射性セシウムは不
検出であり、検出された16施設においても、濃度限度を下回る低い値であることを確認。 

資料12 

都道府県名 施設数 
排水中放射能濃度（単位：Bq/L） 

セシウム134 セシウム１３７ 

岩手県 16 不検出～1.9 不検出～14 

宮城県 1 不検出～1.9 不検出～2.9 

秋田県 2 不検出～1.1 不検出～2.4 

山形県 10 不検出～8.8 不検出～12 

福島県 14 不検出～30 不検出～34 

茨城県 9 不検出～2.7 不検出～4.1 

栃木県 7 不検出 不検出 

群馬県 18 不検出～10 不検出～21 

埼玉県 8 不検出 不検出 

千葉県 11 不検出 不検出 

東京都 1 不検出 不検出 

神奈川県 3 不検出 不検出 

新潟県 24 不検出 不検出 

長野県 2 不検出 不検出 

静岡県 4 不検出 不検出 

合計 130 不検出～30 不検出～34 
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原発事故前の日本各地の土壌（0～5cm）中のセシウム137 

（2009年度 年間平均値） 

出典：『放射能測定結果報告書（平成21年度）』 
    財）日本分析センター 

※単位：Bq/kg 

資料
13-1 
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日本各地の土壌（0～5cm）中のセシウム及びストロンチウム 

（2009年度 年間平均値） 

資料
13-2 

都道府県 市町村 
セシウム１３７ 

(Bq/kg) 
ストロンチウム９０ 

(Bq/kg) 

北海道 江別市 14 3.2 

青森 五所川原市 0.97 0.35 

青森 青森市 15 3.1 

岩手 滝沢村 37 5.6 

秋田 秋田市 22 3.9 

宮城 大崎市 2.8 1.8 

山形 山形市 14 2.2 

福島 福島市 18 1.4 

新潟県 柏崎市 5.9 0.64 

富山 射水市 2.1 不検出 

石川 金沢市 24 4 

福井 福井市 2.6 0.36 

栃木 日光市 38 14 

茨城 東海村 60 7.9 

群馬 前橋市 1.1 1.1 

埼玉 さいたま市 4.8 0.89 

東京 新宿区 1.5 0.36 

千葉 市原市 0.98 不検出 

神奈川 横須賀市 4.6 1.8 

長野 長野市 45 5.1 

山梨 北杜市 13 3.4 

静岡 富士宮市 14 1.7 

愛知 田原市 1.7 0.21 

三重県 菰野町 1.1 不検出 

都道府県 市町村 
セシウム１３７ 

Bq/kg 
ストロンチウム９０ 

Bq/kg 

滋賀 野洲市 8.9 0.34 

京都 伏見区 2.1 0.99 

大阪 大阪市 1 0.27 

奈良 橿原市 3.8 0.53 

和歌山 新宮市 1.3 不検出 

兵庫 加西市 0.69 0.95 

岡山 美咲町 2.2 0.96 

鳥取 倉吉市 0.14 不検出 

島根 大田市 15 3.1 

広島 広島市 3.6 0.57 

山口 萩市 3.8 0.96 

香川 坂出市 6.4 1.3 

徳島 上板町 0.9 0.55 

愛媛 松山市 23 1.2 

高知 高知市 15 2.2 

福岡 福岡市 2.5 2.7 

佐賀 佐賀市 0.5 不検出 

長崎 佐世保市 18 0.79 

大分 竹田市 53 1.3 

熊本 西原村 38 2.7 

宮崎 宮崎市 2 0.44 

鹿児島 指宿市 0.43 不検出 

沖縄 那覇市 1.1 0.26 

沖縄 うるま市 0.65 0.26 


