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※減少したものの、依然として被災地では処理能力が不足。広域処理が必須。



岩手県の仮設炉の稼働状況
平成24年6月29日 環境省資料「災害廃棄物の広域処理」より



山田町の二次仮置場山田町の二次仮置場



災害廃棄物の処理の進捗状況
（環境省資料H24.６.30）

（千トン）

被災
自治体名

災害廃棄物
推計量

仮置場への搬入済量 処理・処分状況

搬入済量 搬入率
処理・
処分量

処理・
処分率

山田町 542 301 56％ 30 5.5％

大槌町 483 447 93％ 26 5.4％

岩手県 5,250 4,396 84％ 637 12.9％

宮城県 11,538 9,837 85％ 2,897 25.1％

福島県 2,011 1,464 73％ 247 12.3％

３県 計 18,799 15,697 83％ 3,820 20.3％



岩手県(山田町・大槌町)の
広域処理対象量

自治体名 推計量
広域処理
対象量

内 訳

柱材・
角材

可燃物 不燃物
漁具・
魚網

山田町 542 119.1 20.0 0.8 94.0 4.3

大槌町 483 87.0 30.0 11.3 43.4 2.3

２町計 1,025 206.1 50.0 12.1 137.4 6.6

岩手県計 5,250 1,185.0 174.9 63.3 892.7 54.1

（千トン）



混合物混合物 木くずを
選 別

細かく破砕細かく破砕



受 入 基 準
項 目 県 国

放射性
セシウム

(Cs134+Cs137)

木くず 100Bq/kg以下
240Bq/kg以下

（流動床は480 Bq以下）

排ガス －
Cs-134 ： 20Bq/㎥以下

Cs-137 ： 30Bq/㎥以下

焼却灰
（飛灰）

－ 8,000Bq/kg以下

空間線量率
バックグラウンドの

３倍未満
有意に高くないこと

遮蔽線量率 0.01μSv/時以下 －

乳児用食品

飲料水

食品群

５０５０牛乳

１０１００一般食品

基準値（Bq/kg）基準値（Bq/kg）食品群

＜食品中の放射性セシウムの新基準値（参考）＞





ヒトの体内の主な放射性物質

カリウム40 ………… 4,000Bq

炭素14 ……………… 2,500Bq

ルビジウム87 ……… 500Bq

鉛210・ポロニウム210… 20Bq

５核種分の計 7,020Bq

カリウム40 ………… 4,000Bq

炭素14 ……………… 2,500Bq

ルビジウム87 ……… 500Bq

鉛210・ポロニウム210… 20Bq

５核種分の計 7,020Bq

体重60Kgの日本人の場合

出典：文部科学省資料



食物中のカリウム40の放射能量（日本）

食パン 30 米 30

ほうれん草 200 魚 100 牛肉 100生わかめ 200

干ししいたけ 700 ポテトチップ 400干しこんぶ 2,000

牛乳 50 ビール 10
出典：文部科学省資料

（単位：ベクレル／kg)



静岡市 沼上清掃工場
焼却、溶融 試験 H24.6.13

静岡市 沼上清掃工場
焼却、溶融 試験 H24.6.13

静岡市 西ヶ谷清掃工場
溶融 試験 H24.5.23

静岡市 西ヶ谷清掃工場
溶融 試験 H24.5.23

浜松市 南部清掃工場
焼却 試験 H24.6.2～3

浜松市 南部清掃工場
焼却 試験 H24.6.2～3

浜松市 西部清掃工場
溶融 試験 H24.6.25

浜松市 西部清掃工場
溶融 試験 H24.6.25

富士市 環境クリーンセンター
焼却 試験 H24.6.5

富士市 環境クリーンセンター
焼却 試験 H24.6.5

裾野市 美化センター
焼却 試験 H24.5.16

裾野市 美化センター
焼却 試験 H24.5.16

島田市 環境プラザ
溶融 試験 H24.2.16～17

本格 H24.5.23

島田市 環境プラザ
溶融 試験 H24.2.16～17

本格 H24.5.23

静岡県内での試験焼却実施施設

焼却

溶融



測定結果（島田市）
区分 試験溶融

適否

本格受入れ

適否搬 出 先 山田町 山田町

施 設 名 田代環境プラザ 田代環境プラザ

試験焼却（溶融）日 H24.2.16～17 H24.5.23

(混焼)
実施方法

災害廃棄物量 10ｔ 同左

一般ゴミ量 56ｔ 同左

混焼率 15% 同左

放射性
セシウム

木くず（Bq/kg） 15.2、15.8 ○ 11.7、16.8 ○

排ガス(Bq/㎥) 不検出 ○ 不検出 ○

飛灰（Bq/kg） 64 ○ 91 ○

遮蔽線量率（μSv/時） 0.000～0.001 ○ 0.000～0.002 ○

空間線量率（μSv/時）
0.04～0.07

(0.06～0.08)
○

0.05～0.07
(0.06～0.08)

○

※空間線量率の（ ）内は、
バックグラウンドの空間線量率



搬 出 先 山田町
適否

施 設 名 美化センター

試験焼却（溶融）日 H24.5.16

(混焼)
実施方法

災害廃棄物量 ４ｔ

一般ゴミ量 36ｔ

混焼率 10%

放射性
セシウム

木くず（Bq/kg） 11.7 、 16.8 ○

排ガス(Bq/㎥) 不検出 ○

飛灰（Bq/kg） 120 ○

遮蔽線量率（μSv/時） 0.002～0.003 ○

空間線量率（μSv/時）
0.03～0.06

(0.04～0.08)
○

測定結果（裾野市） ※空間線量率の（ ）内は、
バックグラウンドの空間線量率



測定結果（静岡市）
搬 出 先 山田町

適否

大槌町

適否
施 設 名

西ケ谷
清掃工場

沼上
清掃工場

試験焼却（溶融）日 H24.5.23 H24.6.13

(混焼)
実施方法

災害廃棄物量 29ｔ 30ｔ

一般ゴミ量 261ｔ 270ｔ

混焼率 10% 10%

放射性
セシウム

木くず（Bq/kg） 11.7、16.8 ○ 11.8 ○

排ガス(Bq/㎥) 不検出 ○ 不検出 ○

飛灰（Bq/kg） 147 ○
165 (焼却)
230 (溶融) ○

遮蔽線量率（μSv/時） 0.000～0.002 ○ 0.000～0.003 ○

空間線量率（μSv/時）
0.04～0.07

(0.06～0.09) ○
0.05～0.07

(0.07～0.08) ○

※空間線量率の（ ）内は、
バックグラウンドの空間線量率



測定結果（浜松市）
搬 出 先 山田町分

適否
大槌町分

適否
施 設 名 南部清掃工場 西部清掃工場

試験焼却（溶融）日 H24.6.2～3 H24.6.25

(混焼)
実施方法

災害廃棄物量 20ｔ 同左

一般ゴミ量 113ｔ 同左

混焼率 15% 同左

放射性
セシウム

木くず（Bq/kg） 11.7、16.8 ○ 11.8 ○

排ガス(Bq/㎥) 不検出 ○ 不検出 ○

飛灰（Bq/kg） 89 ○ 112 ○

遮蔽線量率（μSv/時） 0.000～0.001 ○ 0.000～0.003 ○

空間線量率（μSv/時）
0.03～0.08

(0.05～0.09)
○

0.05～0.06
(0.07) 

○

※空間線量率の（ ）内は、バックグラウンドの空間線量率



測定結果（富士市）

搬 出 先 山田町
適否

施 設 名 環境クリーンセンター

試験焼却（溶融）日 H24.6.5

(混焼)
実施方法

災害廃棄物量 15ｔ

一般ゴミ量 85ｔ

混焼率 15%

放射性
セシウム

木くず（Bq/kg） 11.7 、 16.8 ○

排ガス(Bq/㎥) 不検出 ○

飛灰（Bq/kg） 132 ○

遮蔽線量率（μSv/時） 0.000～0.001 ○

空間線量率（μSv/時）
0.04～0.07

(0.05～0.09)
○

※空間線量率の（ ）内は、バックグラウンドの空間線量率



北九州市
日明工場 試験溶融

新門司工場 試験焼却

秋田市
秋田市総合環境センター 溶融・最終処分

大仙市
大仙美郷環境事業組合 焼却・最終処分

古河市
㈱関商店 固形燃料化

酒田市
酒田地区広域行政組合

溶融・最終処分

山形市
㈱山形環境荒正 最終処分

㈱ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ 破砕

米沢市
㈱エコス米沢 最終処分
ジークライト㈱ 最終処分

川西町
㈱横山興業 破砕

中山町
㈱キヨスミ産研 最終処分

白鷹町
テルス㈱ 最終処分

寒河江市
㈱ｱｰﾙﾃｯｸ 焼却

村山市
㈱アシスト 焼却

やまがたｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾜｰ㈱ 焼却
やまがたｸﾞﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙ㈱

最上町
(株)最上ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 焼却

中之条町
吾妻東部衛生センター

焼却、最終処分

桐生市
清掃センター 焼却

島田市
溶融

静岡市
焼却、溶融

浜松市
溶融、焼却

裾野市
焼却

富士市
焼却

六ヶ所村 東北町
民間事業者 破砕・選別

三戸町
水戸ｳｪｲｽﾄﾊﾟｰｸ 最終処分

八戸市
八戸セメント セメント焼成

下北郡東通村
三菱マテリアル㈱青森工場

セメント焼成

熊谷市
太平洋セメント セメント焼成

日高市
太平洋セメント セメント焼成

横瀬町
三菱マテリアル セメント焼成

東京２３区清掃一部事務組合（焼却）

羽村市 西多摩衛生組合（焼却）

東京都廃棄物埋立処分場

東京臨海ﾘｻｲｸﾙﾊﾟﾜｰ㈱（最終処分）

多摩市 多摩ニュータウン環境組合（焼却）

江東区、大田区 有明興業㈱ ほか（破砕選別）

全国の広域処理実施状況
青森県

秋田県

山
形
県

群馬県

茨城県

埼玉県

東京都

静岡県

福岡県

環境省 がれき処理データサイトより



平成24年6月29日 環境省資料より



岩手県の可燃物・木くずに関する
広域処理の調整状況

山形県
釜石市、大船渡市、

陸前高田市

東京都、静岡県山田町、大槌町

秋田県、群馬県、東京都
田野畑村、岩泉町、

宮古市

青森県、埼玉県、秋田県
洋野町、久慈市、
野田村、普代村

受入実施中・調整中の
最優先自治体

被災自治体


