
第1節　東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理

第2章
東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応

　平成23年3月11日14時46分、三陸沖（北緯38.1度、
東経142.9度）を震源とするマグニチュード9.0の巨大
地震が発生しました。この地震により東北地方、関東
地方を中心に強い揺れを観測、さらに、太平洋沿岸を
中心に高い津波を観測し、地震及び津波による被害は
甚大な規模となりました。
　死者15,858名、行方不明者3,021名、負傷者6,080
名（平成24年5月9日現在）の人的被害が発生し、全壊
129,855戸、半壊257,739戸の建築物被害が発生しま
した。震災に伴う被害推計額は約16兆9000億円にも
のぼり、建築物、農林水産等の産業基盤、社会基盤、
その他のライフライン等、被災地域の社会経済のあら
ゆる分野に甚大な被害をもたらしました。
　震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所において
発生した重大な事故によって、大量の放射性物質が環
境中に放出されました。これまで、原子力発電は、経
済成長を支えるエネルギー源として導入が進められ、
また、温暖化対策に資する二酸化炭素を排出しない電
源としても期待されてきました。今回の事故によって、
原子力発電所がシビアアクシデントの際にもたらす甚
大な環境リスクの側面がクローズアップされ、放射性

物質による環境汚染は最大の環境問題となることが明
らかとなりました。
　発災以降、政府の対応として、震災からの復旧・復興、
東京電力福島第一原子力発電所におけるシビアアクシ
デントへの対応及び電力需給逼迫への対応等、さまざ
まな取組がなされています。これらに要する政府予算
は、平成23年度第1次補正予算で4兆153億円、第2次
補正で1兆9,988億円、第3次補正で11兆7,335億円と
なっています。平成24年度当初予算としては、東日本
大震災復興特別会計の予算として3.3兆円が計上され、
これらの予算のうち、災害廃棄物の迅速な処理等に要
する費用として3,669億円が計上されています。また、
環境省分として除染や汚染廃棄物処理等に要する経費
が約4,574億円計上されています。
　この章では、第1節から3節では東日本大震災からの
復旧に向けた政府の対応について、第4節及び5節では
同原子力発電所の事故に伴って発災から平成24年5月
中旬までの主な政府の取組を概観するとともに、環境
中に放出された放射性物質による汚染の状況と汚染の
除去に関する取組及び原子力発電所事故を踏まえた原
子力規制行政の転換について概観します。

東日本大震災における被害額の推計
項目 被害推計額

被害状況の概況

○　人的被害
　死者15,858名
　行方不明者3,021名

○　建築物被害
　全壊 129,286戸
　半壊 254,632戸

震災関係の予算

約10兆4,000億円
約1兆3,000億円
約2兆2,000億円
約1兆9,000億円
約1兆1,000億円
約16兆9,000億円

平成23年度補正予算

平成24年度当初予算

第1次補正 4兆153億円
第2次補正 1兆9,988億円
第3次補正 11兆7,335億円

東日本大震災復興特別会計　3.3兆円

建築物等（住宅・宅地、店舗・事務所、工場、機械等）
ライフライン施設（水道、ガス、電気、通信・放送施設）
社会基盤施設（河川、道路、港湾、下水道、空港等）
農林水産関係（農地・農業用施設、林野、水産関係施設等）
その他（文教施設、保健医療・福祉関係施設、廃棄物処理施設、その他公共施設等）

総計

出典：内閣府　緊急災害対策本部　平成24年5月
　　　平成24年環境保全経費等

表2-1-1　東日本大震災の被害状況
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

第1節　東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理
　東日本大震災に伴う大規模な津波は甚大な被害をも
たらし、東北の沿岸部では膨大な量の災害廃棄物が発
生しています。震災からの復旧復興は、この災害廃棄
物の迅速な処理が大前提となります。
　環境省では、発災以降、災害廃棄物の迅速な処理の
ために、「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針
（マスタープラン）」等の基本的な方針を示すほか、財
政的な支援や職員や専門家の派遣等を通じた必要な助
言の提供を行い、地方公共団体や関係団体との協力の
下、災害廃棄物の処理を推進してきました。
　また、被災地方公共団体における災害廃棄物の円滑
かつ迅速な処理に必要な人員の確保のため、全国の都
道府県市町村から被災市町村等へ職員が派遣されてい
るところであり、現在においても被災地方公共団体へ
職員の派遣が継続しています。
　これまでのところ、居住地近傍にある災害廃棄物の
一次仮置場への搬入は福島県内の警戒区域を除くすべ
ての地域で平成23年8月末までに完了しました。また、
その他の災害廃棄物を平成24年3月末までを目途に仮
置場へ移動するという目標については、おおむね達成
しました。なお、一部市町村においては、要解体家屋
が多い等の理由により、別途目標を立てていますが、
遅くとも平成25年3月末までに仮置場への搬入を終え
ることとしています。

　さらに、平成26年3月を目途に仮置場に搬入された
廃棄物の再生利用、焼却や最終処分を完了させること
を目標としていますが、被災地での処理能力が不足し
ており、他の都道府県における処理（広域処理）を進め
ることが必要となっています。
　以下では、災害廃棄物の処理について、処理体制の
概要、仮置場への搬入状況、収集された廃棄物の焼却・
再生利用や最終処分の状況、広域処理の具体的な事例
を概観します。

1　災害廃棄物処理に係る指針等の整備について

　今回の大震災により発生した膨大な量の災害廃棄物
を円滑かつ迅速に処理するため、環境省では、地震発
生後直ちに情報収集・連絡体制を確立し、本省職員を
特に被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県に派遣
するとともに、環境省内に「災害廃棄物対策特別本部」
を設置し、膨大な災害廃棄物を処理するための広域的
な協力体制を構築すべく、地方公共団体や関係団体と
の調整等を実施しています。また、平成23年5月から、
被災地の現状・問題点の把握や必要な助言を行うため、
環境省職員、研究者及び技術者で構成するチームによ
る巡回訪問が行われています。
　岩手県、宮城県及び福島県においては、災害廃棄物
の処理体制を構築し、現場の状況に応じた迅速かつ円
滑な処理方策を検討する場として、県、関係市町村、
国等の関係機関により構成される災害廃棄物処理対策
協議会を設置し、災害廃棄物の処理に向けた具体的な
協議を行っています。
　また、災害廃棄物の処理のために、「東北地方太平
洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」、
「損壊家屋等の処理の進め方指針（骨子案）」、「東日本
大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラ

ン）」等を発出して、関係団体との協力の下、災害廃棄
物の処理を推進してきました。
　被災各地における災害廃棄物については、①災害廃
棄物に係る仮置場及び最終処分場の早急な確保のため
の広域的協力の要請等、②再生利用の推進等、③災害
廃棄物処理に係る契約の内容に関する統一的指針の策
定等、④アスベストによる健康被害の防止等、⑤海に
流出した災害廃棄物の処理指針の策定とその早期処理
等、⑥津波堆積物等の災害廃棄物に係る感染症・悪臭
の発生の予防・防止等、災害廃棄物処理特別措置法に
規定される国が講ずべき措置を大きな柱にして取組が
進められてきています。
　災害廃棄物を市町村が処理する際に要する費用につ
いては、従来から廃棄物処理法に基づく災害等廃棄物
処理事業費国庫補助金により、処理を実施した市町村
に対しその費用の2分の1を補助していますが、今般の
大震災により発生した災害廃棄物の処理費用について
は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及
び助成に関する法律（平成23年法律第40号）において
国庫補助率のかさ上げを行うとともに、東日本大震災
により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法

写真：環境省

写真2-1-1　仮置場における災害廃棄物
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（平成23年法律第99号）に基づき、グリーンニューデ
ィール基金を通じた支援により国の実質負担額が平均
95％となるよう措置を講じました。残る地方負担分に

ついても、全額を震災復興特別交付税により措置する
こととしており、市町村負担が実質的に生じないよう
措置を講じました。

2　災害廃棄物処理のスケジュール

　平成23年3月11日の東日本大震災による災害廃棄物
は、被災三県の沿岸市町村において、約1,880万トン
発生しており、岩手県で約530万トン、宮城県で約
1,150万トン、福島県で約200万トンとなっており、
それぞれ通常の一般廃棄物の排出量の12年分、14年分、
3年分と膨大な量となっています。
　平成23年11月29日には、同年8月26日にとりまと
めた復興施策に関する事業計画及び工程表について見
直しを行い、以下3つの目標を立てて処理を推進して
います（図2-1-1）。第1の目標は、現在住民が生活して
いる場所の近くの災害廃棄物を平成23年8月末までに
仮置場へおおむね移動させることであり、この目標は、
福島県内の警戒区域を除くすべての沿岸市町村におい
て達成しました。第2の目標は、災害廃棄物を原則と

して平成24年3月末までに仮置場へ移動させることと
し、これは、福島県内の警戒区域を除く市町村におい
ておおむね達成しました。また宮城県石巻市のように、
家屋等の解体量が特に多い等の事情を有する自治体に
ついては、個別に目標を定め、遅くとも平成25年3月
末までに仮置場への移動を完了させることとしていま
す。
　第3の目標は、震災から3年後の平成26年3月末まで
に災害廃棄物の処理を終えることであり、岩手県及び
宮城県では、ブロック単位での処理委託契約や仮設焼
却炉の設置などが進められています。平成24年5月現
在で、被災三県の沿岸市町村の合計で約291万トン（災
害廃棄物の推計量全体の約16％）の処理が完了してい
ます。

3　災害廃棄物の処理

　災害廃棄物の処理は、現場からの撤去、仮置場への
搬入、中間処理、再生利用、最終処分という手順で行
われます。災害廃棄物の量が膨大であるため、宮城県
及び岩手県では、県内で処理しきれない災害廃棄物に
ついて、県外での広域処理を求めています。

（1）災害廃棄物の現場からの撤去と仮置場へ
の搬入

　損壊した家屋等の災害廃棄物の現場からの撤去・仮
置場への搬入は、復旧・復興の前提となるものです。
　仮置場に積み上がった災害廃棄物は自然発火による
火災の発生や、気温が上昇する季節にはハエ等の衛生
害虫の大量発生などをもたらすことが懸念されます
（図2-1-2）。仮置場における火災発生の防止策として、
ガスボンベや灯油タンク等の危険物が搬入されないよ

うに確認を強化すること、仮置場に防火水槽、消火器
等の設置を行うこと、可燃物内からの煙の発生等につ
いて目視確認を定期的に行うこと、可能であれば可燃
物内の温度や一酸化炭素濃度の測定を行って管理を行
うこと、可燃物や木くずを5メートル以上の高さに積
み上げることは避けるべきこと等が考えられます。
　また、災害廃棄物の推計量の中には、今後の解体を
待つ被災家屋等が相当量含まれますが、これらは現在
仮置場にある廃棄物を処理し、搬入スペースを確保し
なければ解体作業に移れません。
　発生現場において危険物、資源物を分けて集めるな
ど可能な限り粗分別を行った後に仮置場等へ搬入し、
混合状態の廃棄物の量を少なくする必要があります。
また、仮置場等において混合状態の廃棄物を重機や破
砕・選別設備等で可燃物、不燃物、資源物、危険物等
に分別し、それぞれの特性に応じた適切な処理を行う

出典：環境省「復興施策に関する事業計画と工程表」（平成23年11月29日）

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物）

（そのほかの災害廃棄物）

4月 7月 10月 1月
H23

4月 7月 10月 1月
H24

4月 7月 10月 1月
H25 H26

以降

一部市町村については個別に目標を定めており、
遅くとも平成25年3月末までを目途に完了

災害廃棄物の仮置場
への移動

（中間処理・最終処分） （木くず、コンクリートくずの再生利用）
中間処理・最終処分

災害廃棄物の処理

図2-1-1　災害廃棄物の処理に向けた工程表
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

ことにより、総処理コストの低減、最終処分量の削減
等に資することが重要です。
　災害廃棄物等の処理を円滑に進めるため、損壊した
家屋・自動車・船舶の撤去に関すること、貴金属等の
取扱、位牌・アルバム等の取扱、これらの処理のため
の私有地への立入りに関すること等について、撤去や
処理の方法に関する指針を策定しました。また、災害
廃棄物の中に混入している廃石綿、PCB廃棄物、感染
性廃棄物、自動車、家電リサイクル法対象品目等の取
扱について、注意を促すために指針を通知しました。

（2）災害廃棄物の中間処理、再生利用の現状

　震災に伴って発生した膨大な災害廃棄物の処理にあ
っては、再生利用を前提にした中間処理を行い、コン
クリートがら、金属くず、木質の廃棄物など再生利用
可能なものは再生利用を進めることが必要です。災害
廃棄物の再生利用の進め方については、「東日本大震
災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」等
において示されています。環境省では、関係省庁と連
携して、土木工事の原材料等として災害廃棄物の再生
利用の推進が図られるように、「災害廃棄物の有効利
用のための協力体制」を整備して関係省庁連絡会の実
施等で情報交換を行っています。また、リサイクルル
ートが確立している自動車などについても、災害廃棄
物は通常の排出状態とは異なることから、円滑にリサ
イクルが行われるよう関係者と連携を図っています。
　さらに、災害廃棄物の処理のより一層の推進を図る
ため、内閣総理大臣を議長とする「災害廃棄物の処理
の推進に関する関係閣僚会合」において、災害廃棄物
の広域処理、再生利用の推進などの取組についての総
合調整、進捗管理等を行っています。この一環として、
例えば、瓦くずのように、有害でなくても市場におけ
る競争力がないために従来は廃棄物として最終処分し
ていたような品目については、分別され、品質が確認
され、公共工事で確実に活用されること等を要件に、

道路の路盤材や海岸防災林、高台の盛土材等に活用す
ることを可能とすべく検討することとなりました。な
お、災害廃棄物の再生利用に当たっては、通常の再生
資材と同様に、環境保全上の安全を確保する必要があ
ります。

（3）災害廃棄物の処理状況

　地震による大規模な津波により膨大な災害廃棄物が
発生しており、被災地の復旧・復興のためには、災害
廃棄物の迅速な撤去・処理が大前提となります。被災
地で仮設焼却施設等を設けて処理を推進していますが、
なお処理能力が不足しています。岩手県、宮城県では
災害廃棄物処理計画を策定し、市町村の求めに応じ、
県が市町村から事務委託を受けて直接処理を行うこと
としています。
　例えば、岩手県の計画では、国のマスタープランに
則り、復興資材等に利用可能なものはできる限り再生
利用し、焼却や最終処分場で処理・処分する量を極力
減らすとの方針の下、まず、被災現場において解体・
撤去を行った災害廃棄物を一次仮置場に集め、「柱材・
角材」、「可燃系混合物」、「コンクリートがら」等にお
おまかに選別することとされています。そして、二次
仮置場において、「可燃系混合物」や「不燃系混合物」等
をさらに細かく選別した上で、再生利用を進め、再生
利用できないものについては、既存焼却炉及び新たに
仮設焼却炉を設置して最大限県内で処理することとさ
れています。これに関して、岩手県では、2基の仮設
焼却炉の整備、また、宮城県では、29基の仮設焼却炉
の整備を予定しています。

（4）災害廃棄物の広域処理

　災害廃棄物の処理については、岩手県及び宮城県で
は、仮設焼却炉の設置、再生利用の推進により、最大
限地域内の施設を活用することを前提に処理を進めて
いるところですが、被災地における処理能力は不足し
ており、被災地以外での広域処理を進めることが不可
欠となっています。しかしながら、広域処理を推進す
るに当たっては放射性物質による災害廃棄物の汚染が
懸念されており、環境省では、災害廃棄物の広域処理
の推進のために、平成23年8月に広域処理の推進に関
するガイドラインを取りまとめ、関係都道府県に通知
しています。この中で、仮置場における災害廃棄物の
放射能濃度の測定や県外に搬出する際の空間線量率の
測定のあり方を示すとともに、平成23年10月、11月
及び平成24年1月に改定を行い、再生利用における安
全性の考え方や新たなデータを追加するなど、広域処
理に当たっての安全性の確認方法について示していま
す。さらに、平成24年4月、これらの広域処理に関す
る基準等について「東日本大震災により生じた災害廃
棄物処理に関する特別措置法」を実施するための告示

写真：環境省

図2-1-2　仮置場における火災の発生
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として示されました。また、ガイドラインのQ＆A、
広域処理に係る説明資料、パンフレット、映像等の作
成や広域処理情報サイトの開設等により積極的に広報
を展開しています。さらに、広域処理に意欲のある各
地の地方公共団体での説明会に職員・専門家を派遣す
る等により、地域の理解を得るよう取り組んできてい
ます。
　災害廃棄物の広域処理・再生利用の推進等について
は、政府を挙げて取組を強化していくことが必要であ
ることから、平成24年3月13日、内閣総理大臣の下、「災
害廃棄物の処理の推進に関する関係閣僚会合」の第1回
会合が開催されました。また、「東日本大震災により
生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法（平成23
年法律第99号）」に基づいて、平成24年3月23日及び3
月30日に、野田内閣総理大臣及び細野環境大臣は、対
象自治体に対し災害廃棄物の処理に係る広域的な協力
の要請を行いました。
　こうした取組により、平成24年5月現在、山形県、
東京都、青森県及び秋田県では災害廃棄物の受入れを
実施していただいています（表2-1-3）。山形県では、
平成23年8月、「災害廃棄物等の山形県内への受入れに
関する基本的な考え方」を表明しました。東京都では、
岩手県、宮城県の災害廃棄物の受入れについて、平成
23年9月及び11月にそれぞれ各県と協定を結び、3年
間で50万トンを予定しています。また、青森県では、
平成24年2月以降、気仙沼市及び石巻市内の災害廃棄
物の処理について実施しています。また秋田県におい
ても、宮古市の木くずの受入れについて5月より本格
的に実施しています。さらに広域処理を広げることが

必要であることから、現在、政府を挙げて働き掛けを
行っているところであり、多くの地方公共団体に受入
れを検討していただいているところです。
　例えば、富山県、三重県が被災県との間で覚書、確
認書を締結したほか、静岡県、群馬県、埼玉県にて試
験焼却が行われ、受入れに向けた調整が行われていま
す。また、多くの自治体において住民への説明を行う
など、広域処理の受入れに向けた取組が着実に広がり
つつあります。今後とも、広域処理に対する国民的な
理解が進むよう、最大限取り組んでいきます。
　広域処理の対象となるのは、岩手県及び宮城県の沿
岸部の災害廃棄物のみで、当該地域の空間線量の計測
結果は関東その他の地域の空間線量とほぼ同等です
（表2-1-2）。また実際に当該地域の災害廃棄物を測定
した結果をみても、その放射能濃度は不検出又はごく
微量となっており、当該地域の災害廃棄物は、通常の
廃棄物と同じ方法で処理可能です。
　その上で、広域処理を推進するに当たっては、広域
処理ガイドライン及び各地方公共団体で状況に応じて
定めた手順に従って災害廃棄物の搬出、移動、受入れ
先での管理、焼却、埋立て処分等が実施されています
（図2-1-4）。搬出や焼却等の要所で放射能濃度又は放
射線量を測定し公表するとともに、試験溶融等の場合
には、住民自らが測定することにより、実際に目で見
てその安全が確認できるようにしています。
　一般的な焼却施設には、ダイオキシン対策等のため、
バグフィルター等の高性能の排ガス処理装置が備わっ
ています。
　可燃物の焼却にともなって焼却灰に濃縮されるセシ

被災現場 二次仮置場 処理・処分先

解体
撤去 運搬

運搬 運搬

運搬

一次仮置場

仮置き
中間処理施設

セメント工場

既設焼却炉

仮設焼却炉

最終処分場

広域処理

破砕・選別
（装置施設・手選別）

粗選別
（重機・
手選別）

資料：岩手県災害廃棄物処理詳細計画

バックホウなど 現状は、高く積み上げられている

グラップル マグネット グラップル

柱材・角材
金属類
可燃系混合物

人手による粗選別

破砕手選別

ふるい選別

可燃系混合物処理ライン

図2-1-3　岩手県における災害廃棄物の処理手順

37

第
第
第
　東
日
本
大
震
災
及
び
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
へ
の
対
応



第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

ウムについては、可燃物の放射性セシウム濃度が240
～480Bq/kg以下の場合、災害廃棄物だけを焼却した
場合であっても、焼却灰の放射性セシウム濃度は、

8,000Bq/kgを下回ると評価されています。排ガス中
のセシウムについては、バグフィルター付きの焼却炉
で99.9%以上、電気集じん器付の焼却炉で96.6%以上
の除去率が確認され、排ガス中の微粒子の灰を除去す
るこれらの高度の機能を有する排ガス処理装置によっ
て、大気中への放射性セシウムの放出を防ぐことがで
きます。
　東京都等で行われている災害廃棄物の実際の焼却に
おいても、実測値により除去が確認されています。焼
却された灰は通常の一般廃棄物と同様に一般廃棄物の
最終処分場（管理型処分場）において埋立処分されます。
飛散防止等のため50cm以上の覆土をした後は、周辺
住民が受ける放射線量は0.01mSv/年以下と健康影響
を無視できるレベルとなります。これは、日本人が自
然界から受ける平均的な放射線量1.48mSv/年の約
150分の1以下です。
　速やかな復旧・復興のためには、被災地での自助努
力に加えて、一定量の災害廃棄物の被災地外での広域
処理が不可欠です。被災地を全国民で支える観点から
も広域処理に係る理解を促進するとともに、誰もがい
つ何時、被災する側に回る可能性があることに鑑みれ
ば、今後、平時から災害廃棄物の相互の受入れ等に関
する仕組みを検討しておくことが重要です。

岩手県

宮城県

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
東京都
愛知県
大阪府

県名 市区町村名 空間線量率
単位：マイクロシーベルト／時間

東
北
沿
岸
部

関
東
圏

そ
の
他

地
域

久慈市
野田村
宮古市
陸前高田市
気仙沼市
石巻市
名取市
水戸市
宇都宮市
前橋市
さいたま市
新宿区
名古屋市
大阪市

0.06
0.06
0.10
0.05
0.10
0.09
0.08
0.09
0.11
0.09
0.05
0.07
0.04
0.06

空間線量（地上1mでの測定結果）

関東圏：文部科学省HP　放射線モニタリング情報（平成23年11月
30日計測結果）

岩手県：岩手県HP　地表付近の放射線量率の測定結果
宮古市、陸前高田市：平成23年11月4日～11日計測結果
久慈市、野田村：平成23年11月2日～11日計測結果

宮城県：宮城県放射能情報サイトHP（平成23年11月30日計測結果）
資料：環境省

表2-1-2　広域処理対象地域の空間線量

岩手県

宮城県

東京都

山形県

岩手県、宮城県の災害
廃棄物の受入れについ
て、3年間で50万ト
ンを予定。

○平成23年9月28日、岩手県の災害廃棄物を受け入れる旨発表（先行事業
分として1千トン、本格事業分として1万トンを受入れ）。本格的な広域処
理の第1号。
○平成23年11月2日～ 11月30日の期間に、岩手県宮古市の災害廃棄物を
先行事業分として約920トンを搬出、処理。
○平成23年12月21日より、岩手県宮古市から東京都へ災害廃棄物（本格事
業分1万トン）を搬出、処理。

○平成23年8月、「災害廃棄物等の山形県内への受入れに関する基本的な考え方」を表明。
○山形県内の民間施設において、気仙沼市等の災害廃棄物を受け入れている（約5万トン）。

青森県
○平成24年2月17日以降、気仙沼市及び石巻市内の災害廃棄物の処理について実施しています。

秋田県
○宮古市の木くずの受入れについて平成24年5月より本格的に実施。

○平成23年11月24日、宮城県の災害廃棄物を受け入れる旨発表。女川町の
災害廃棄物を、平成25年3月までに約10万トンを受け入れる予定。
○平成23年12月7日～ 12月19日の期間に、宮城県女川町から東京都へ災
害廃棄物の試験焼却分の搬出、処理。1月31日、試験焼却結果を公表。焼
却灰などの放射性物質濃度は国の基準値を下回った。平成24年2月に住民
説明会後、平成24年3月より本格実施。

資料：環境省

表2-1-3　地方公共団体における災害廃棄物の受入れ状況
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資料：環境省

埋立て処分後の
放射線量
0.01埋立て処分

ミリシーベルト／年
以下

放射能
濃度

放射線量 放射能
濃度

土でふたをすること
により、外に飛び散
ることを防ぐ

移　動焼　却受入れ先での
管理移　動搬　出

放射能濃度の
測定による
安全性の確認

放射能濃度を測定し安全性を確認するとともに、モニタリングを実施します。

焼却灰は密閉された
容器で漏らさず運ば
れる

バグフィルター等で、
放射性物質を焼却施
設内で補足

災害廃棄物が漏れない
よう積み入れて輸送

（＊）再生利用に関するクリアランスレベル
災害廃棄物を再生利用した製品の放射性セシウム濃度のクリアランスレベルを、100Bq/kg と考える。
なお、あくまで対象は製品であり、災害廃棄物そのものに求めるものではない。

①再生利用
②不燃物等の埋立
③焼却処理

加工後、排ガス、焼却灰、製品の放射能濃度測定（月1回）
分別、破砕等後、放射能濃度の測定（月1回）
排ガス、焼却灰の放射能濃度の測定（月1回）

①一次仮置場 放射能濃度の測定による安全性の確認（種類ごとの放射能濃度測定、組成データ）

③搬送 災害廃棄物が漏れないよう搬送。

⑥搬送

⑦埋立て処分

焼却灰は密閉された容器で漏らさないよう搬送。

②二次仮置場 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。

⑤焼却 排ガス中の微粒子の灰を除去する高性能の排ガス処理装置（バグフィルター等）により、
大気中への放射性セシウムの放出を防ぐ。

広域処理対象の災害廃棄物の放射能濃度レベルや焼却施設における災害廃棄物以外の廃棄
物との混焼割合を考慮すると、管理型最終処分場で通常の廃棄物として埋立て可能な
8,000Bq/kg に比較しても焼却灰の濃度が相当低くなることから追加的措置なく埋立可能。

④受入れ先
での管理

図2-1-4　災害廃棄物の処理の流れ

煙突

二酸化炭素
水分

バグフィルター焼却炉

出典：環境省『広域処理情報サイト』
http://kouikishori.env.go.jp/

バグ
フィルター

観測井

水処理施設

放流水
調整槽 浸出水

囲い

廃棄物焼却灰
土

二重の
遮水シート

観測井

浸出水集排水設備

雨水
集排水溝

フィルター

ろ布

焼却灰は処分施設に埋め立てられ、土で覆われます。
排ガス
出口

圧縮空気

排出装置
集じん灰

焼却炉
排ガス入口

放射性セシウム
放射性セシウム

を吸着

焼却施設　イメージ図

（バグフィルター） （焼却灰の埋立て処分）

●バグフィルターで実際にダイオキシンや重金
属が除去できています。

●放射性セシウムを含んだ微粒子の灰を吸着
させます。これにより、排ガスから放射性セ
シウムがほぼ100％除去されています。

最終覆土

廃棄物
焼却灰

50cm
以上

吸着

図2-1-5　焼却処分と埋立て処分における特別措置
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

第2節　電力需給の逼迫への対応

1　震災直後の電力需給の逼迫と対応状況

（1）震災直後の電力需給の逼迫と対応状況

　東日本大震災により、約2,100万kW分の発電所の
運転が停止しました。東京電力株式会社管内及び東北
電力株式会社管内において、電力供給力が通常と比較
して大幅に落ち込み、電力需給が逼迫する事態となり
ました。
　東北電力株式会社管内では、震災前1,336万kWの
設備容量（震災前の点検等による停止分を除く）があり
ましたが、震災直後、設備容量ベースで約628万kW（内、
原子力135万kW、火力・地熱493万kW）が停止しま
した。東京電力株式会社管内では、震災前5,004万kW
の設備容量（震災前の点検等による停止分を除く）があ
りましたが、震災直後、設備容量ベースで約1,490万
kW（内、原子力643万kW、火力848万kW）が停止し
ました。
　こうした中、震災により原形復旧することが不可能
となった自社の発電設備の電気供給量を補うために、
東京電力株式会社及び東北電力株式会社が当該発電設

備に係る発電所以外の場所で行う発電設備の設置の事
業で、災害復旧事業として復旧計画に位置付けられる
ものについては、環境影響評価法第52条第2項の規定
に基づき、同法の適用除外となることを確認しました。
これらの事業の実施による環境への負荷をできる限り
回避・低減し、環境保全について適正な配慮が行われ
るよう、当該事業による環境影響を最小化するための
実行可能な最大限の配慮を行うことや、関係地方公共
団体及びその地域住民に対する説明や意見聴取等の措
置をとるよう、政府として指導しました。

（2）節電の取組

　電力需給の逼迫によって、東京電力管内の一部の地
域では、計画停電が実施されました。こうした事態を
受け、我が国におけるライフスタイルや事業活動のあ
り方にも踏み込んだ取組の必要性が高まりました。
　政府では、産業界や家庭における節電について広く
呼びかけを行いました。平成23年3月下旬には、経済

災害廃棄物の広域処理に関するよくある質問

①�　低い放射能濃度の災害廃棄物であっても大量
に埋め立てた場合は安全性は確保されるのでし
ょうか。

　放射性セシウムを含む焼却灰の埋立てを実施す
る場合の周辺住民や作業員への影響については、
十分に安全側に立った評価を行っています。具体
的には、埋立て容量が40万立方メートルの処分
場（200m×200m×10m）のすべてに8000Bq/kgの
焼却灰を埋め立てるというケースを想定して評価
を行っています。この場合であっても、埋立て終
了後は、周辺住民への健康に対する影響を無視で
きるレベルである0.01mSv／年以下に抑えられま
す。実際に埋め立てられる焼却灰の量はもっと少
なく、濃度も低いものです。

②�　焼却施設で災害廃棄物を燃やすと、放射性セ
シウムは気化して排ガスとともに漏れ出てしま
うことはないのですか。�

　ダイオキシン対策等のため、焼却施設には、排
ガスを200℃以下に冷却する装置と排ガス中の微
粒子の灰（ばいじん）を除去する高性能の排ガス処
理装置（バグフィルター等）が備わっています。セ
シウムは650℃前後で気化しますが、冷却装置に
より、排ガスは大気中に排出される前に冷やされ
るため気体状態では存在せず、ばいじんに凝集し
たり吸着されます。この放射性セシウムが吸着し
たばいじんは排ガス処理装置でほぼ100%除去で
きます。
　廃棄物に含まれる放射性セシウム濃度が高く、
広域処理の対象とはならない廃棄物を焼却してい
る施設においても、排ガス中の放射性セシウムの
放射能濃度はほとんどの施設で不検出、又は検出
された場合でもモニタリングの目安としている濃
度限度を大きく下回っていることが確認されてい
ます。
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産業省と内閣官房で連携し、新聞広告やテレビCMな
どで広く節電を呼びかけた上で、経済産業省において、
具体的な節電アクションやその効果試算等をまとめた
節電ウェブページも公開されました。
　環境省においても、家庭でできる具体的な節電策と
して、①家電製品のこまめなスイッチオフ、②使用し
ていない電気機器の待機電力の削減、③エアコンの設
定温度や風向きの調整、④冷蔵庫の扉の開閉時間を短
くすること等の効率的な利用、⑤明るさや消灯時間の
調整、⑥テレビの主電源や明るさを調整すること等の
効率的な利用、⑦朝型の生活に変えること等生活スタ
イルの見直しといった7つのポイントを挙げ、節電を
呼びかけました。
　平成23年5月13日、政府の電力需給緊急対策本部は、
夏期の電力需給対策をまとめました。具体的には、ピ
ーク期間・時間帯（7～9月の平日の9時から20時）、東
京・東北電力管内全域において目標とする需要抑制率
を前年比－15％としました。また、これを達成するた
め、大口需要家（契約電力500kW以上の事業者）、小
口需要家（契約電力500kW未満の事業者）、家庭の各
部門の需要抑制の目標については、均一に前年比－15
％とすることとしました。また政府自らの節電への取
組として、「政府の節電実行基本方針」に基づき、府省
ごとに節電実行計画を策定し、ピーク期間・時間帯（7
～9月の平日9時～20時）の使用最大電力を15％以上抑
制することとしました。
　平成23年11月1日には、「今冬の需給対策の基本的
考え方」が示されました。この中では、供給面として、
引き続き供給力の積み増し努力を続けるとともに、電
力系統の運用において、各社の需給状況を踏まえつつ、
さらに機動的な相互融通を行うことによって、需給が
逼迫する地域の需給バランスを確保することとされま
した。需要面においては、経済社会への影響を最小化

するため、電気事業法に基づく電気の使用制限は行わ
ないこと、及び、節電の要請に当たっては、社会経済
活動や国民生活の実態に応じたきめ細かな対応を求め
ることとされました。
　このような状況は、国民生活や社会経済活動に多大
な負担を強いましたが、一面では、エネルギーの希少
性・重要性を再認識するきっかけともなったと考えら
れます。

（3）節電の取組の結果

　経済産業省が行った平成23年の夏期における電力需
給対策のフォローアップにおいて、大口需要家・小口
需要家・家庭における取組の検証が行われました。
　東京電力管内や東北電力管内においては、節電への
協力や気温が低めに推移したこと等により、目標であ
った最大ピーク需要の15％減少を達成しました。気温
が同水準の日同士の昨年比で、東京電力管内では、減
少幅が大口需要家で27％、小口需要家で19％、家庭で
11％、東北電力管内では、大口需要家で18％、小口
需要家で17％、家庭で18％であり、おおむね目標数値
を大きく超えています（表2-2-1）。なお、家庭につい
ても、販売電力量（8月）では東京電力管内・東北電力
管内いずれも17％の減少となっており、目標以上の減
少幅となっています。大口需要家においては、気温の
影響にかかわらず確実な需要抑制が実施された一方、
減産を回避するための自家発電の活用や生産調整等の
ためのコストが発生しています。多くの業種では、生
産・操業等への影響を最小限に抑えながら節電できる
範囲は、空調、照明等の業務部門における対応を中心
としたものであり、生産部門の占める割合が大きい企
業や、一定期間の通電が不可欠な生産設備等を設置す
る業種においては、照明や空調、操業日シフトによる

出典：経済産業省報道発表資料（平成23年10月14日）

東京電力管内
（約14,800事業所）
▲15％
▲29％
▲27％《目標以上》

東北電力管内
（約3,700事業所）
▲15％
▲18％
▲18％《目標以上》

関西電力管内

▲10％以上
▲9％
▲9％《目標程度》

九州電力管内

数値目標なし
▲6％
▲2％

数値目標
最大値の対昨年比
気温が同水準の日同士の比較

大口需要家
最大ピーク需要（kW）
(平日9～20時のピーク)

東京電力管内
▲15％
▲19％
▲19％《目標以上》

東北電力管内
▲15％
▲20％
▲17％《目標以上》

関西電力管内
▲10％以上
▲10％
▲10％《目標程度》

九州電力管内
数値目標なし
▲13％
▲7％

数値目標
最大値の対昨年比
気温が同水準の日同士の比較

小口需要家
最大ピーク需要（kW）

東京電力管内
▲15％
▲6％
▲11％《目標以下》

▲17%

東北電力管内
▲15％
▲22％
▲18％《目標以上》

▲17%

関西電力管内
▲10％以上
▲14％
▲4％《目標以下》

▲17%

九州電力管内
数値目標なし
▲14％
▲7％

▲9%

数値目標
最大値の対策年比
気温が同水準の日同士の比較
販売電力量（8月のkWh）の
対昨年比

家庭
最大ピーク需要（kW）

表2-2-1　最大ピーク需要の数値目標の達成状況
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対応のみでは目標の達成が困難であったと考えられま
す。
　小口需要家については、省エネ意識の向上・電気代
の節約によるコスト削減などのメリットを感じている
企業が多い一方、コスト増や生産量への影響、従業員
の負担増、サービスへの影響といったデメリットを指
摘する企業も多くなっています。
　また、家庭の節電への取組について、多くの家庭に
おいて、照明や空調（28℃設定、扇風機の活用）を中心
とした節電が実施されており、その大半の家庭におい
ては無理なく節電を実施できたと考えられます。
　これらの取組の結果を、気温と最大電力との関係を

示すグラフで見てみましょう。図2-2-1は、2010年及
び2011年の東京の気温と東京電力管内におけるその
日の最大電力（万kW）との関係を表したものです。
2010年のデータを見ると、気温が25℃を超えたあた
りから冷房の需要が増加するため電力の最大値が増加
し、15度を下回るあたりから暖房の需要が増加するた
め電力の最大値が増加する傾向がみられ、全体にV字
形のグラフとなっています。一方、2011年について見
ると、震災直前の値は2010年の値とほぼ重なるのに対
して、震災後、総じて2010年を下回っていることがわ
かります。

2　電力需給の逼迫による人々の意識・行動の変化

　このような電力需給の逼迫をはじめとする社会経済
をとりまく状況の変化は、多くの人々の防災意識やラ
イフスタイルの価値観の変化をもたらしました。この
ことに関して、環境の側面でどのような価値観の変化
があったかを把握するために、環境省において、平成
24年2月にウェブアンケートによる意識調査を実施し
ました。
　図2-2-2に示すそれぞれの行動について、「震災前か
ら取り組んでいたこと」、及び、「現在も取り組んでい
ること又は取り組もうと思っていること」についての
回答を集計した結果、それぞれの行動とも、震災後も
引き続き取り組もうとする姿勢が見られます。特に、
「窓や壁の断熱性能の向上」や「太陽光発電等の再生可
能エネルギーや高効率給湯器の導入」といった、設備
の導入に関する取組については、震災前に比べて、震
災後、取組をしようと考える人が大きく増加していま
す。

　また、図2-2-3に示すような、公共機関等で行われ
た節電のための取組については、クールビズなどによ
るノー上着等の軽装の励行に関する行動やワークスタ
イルの変革等は、震災直後の緊急時の取組としてだけ
ではなく、平常時も実施してよいと考える人が多くな
っています。一方、街のネオンや看板照明、地下鉄な
どの公共機関の照明については、半数程度の人が平常
時もある程度暗くなっていてかまわないと考えている
ものの、自動販売機の停止やエスカレーターの停止に
ついては、緊急時の取組としてはやむを得ないが平常
時までは実施してほしくないと考える人の割合が、平
常時も実施してよいと考える人の割合を上回っていま
す。また、街灯の照明が暗くなるといった、安全に関
すると考えられる事項については、緊急時においても
実施してほしくないと考える人の割合が比較的高くな
りました。
　これらの意識の変化は、人々の消費活動にも影響を

2010
2011（震災前）
2011（震災後）

暖房需要 冷房
需要

震災後

（2010/1～2011/7の平日データを集計）東京の最高気温（℃）

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
4035302520151050

東
京
電
力
の
最
大
電
力
（
万
kW
）

出典：一般財団法人電力中央研究所「節電は進んでいるのか？」

図2-2-1　東京における最高気温と東京電力管内の最大電力との関係
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与えたと考えられます。震災による節電に伴う不便の
解消を望む一方で、先に見た人々の省エネルギー意識
の向上を背景に、LED電球の販売数の数量構成比の推
移を見ると、震災後の2011年3月以降、LED電球の割
合が急激に伸びています（図2-2-4）。
　また、つる植物を窓際で栽培することにより涼をと
る緑のカーテンの設置については、震災後に急速に関
心が高まりました。つる植物の販売実績について2008
年6月～2009年5月の販売実績を100として、2010年
6月～2011年5月の販売実績と比較した場合、ヒョウ

タン、ゴーヤ、ヘチマ等の伸び率が高くなっています
（図2-2-5）。
　これらの省エネ・節電意識の高まりは、地球温暖化
対策を進めるに当たって、プラスの要因になると考え
られます。今後、これらの省エネルギー・節電の取組
を一過性のものにするのではなく、私たちのライフス
タイルを根本から見直し、日々の活動の中に定着させ
るためには、需要家の行動様式や社会インフラの変革
をも視野に入れ、省エネルギー・節電対策を抜本的に
強化することが重要です。

21121110987654321121110987654321 （月）

80
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60

50

40

30

20

10

0

（％）

出典：社団法人 日本電球工業会　資料

2011年 2012年2010年

図2-2-4　電球形LED電球、一般照明用電球、電球形蛍光管の販売数量構成比の推移

電球形蛍光ランプ
一般照明用電球
電球形LEDランプ

震災前から取り組んでいた
現在取り組んでいる又は
取り組もうと思っている行動

⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①
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資料：環境省

％

下記項目からそれぞれ回答（回答数：全国4,000人）（平成24年2月）
①エアコンの温度調整等の家電の節電対策
②マイバッグの持参、不要なものは買わないなどの取組
③クールビズやウォームビズなど服装面での節電対策
④シャワー使用時間の短縮などの節水
⑤寝具や敷物、カーテンなどインテリア関係の節電対策
⑥省エネ型のエアコン、TV、冷蔵庫等省エネ型製品の購入
⑦公共交通機関や自転車の積極的な利用（自動車利用の抑制）
⑧エアコンの使用を控えるため緑のカーテン等、日陰をつくること
⑨窓や壁の断熱性能の向上
⑩太陽光発電等の再生可能エネルギーや高効率給湯器の導入

図2-2-2　「震災前から取り組んでいたこと、現在も取
り組んでいること」

緊急時にも、平時にも実施してほしくない
緊急時には実施してもよいが、
平時には実施してほしくない
緊急時にも、平時にも実施してもよい

震災後に行われた取組に対する意識％

資料：環境省

下記の項目から、それぞれ回答（回答数：全国4,000人）（平成24年2月）
①官公庁の職員によるYシャツ軽装
②官公庁の職員によるアロハシャツやかりゆしウェアの着用
③街のネオンや看板照明の消灯
④地下鉄などの公共機関の照明が暗くなること
⑤平日に休み、土曜・日曜に働く輪番休業の実施など仕事シフトの
見直し
⑥冷暖房の節約で地下鉄等公共機関が例年より暑く（寒く）なること
⑦自動販売機の停止
⑧エスカレーターの停止
⑨街灯の照明が暗くなること

80
70
60
50
40
30
20
10
0 ⑨⑧⑦⑥⑤④③②①

図2-2-3　公共機関等で行われた節電のための取組の今
後の実施について
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

第3節　さまざまな環境問題への対応
　東日本大震災は、災害廃棄物の処理や電力需給の問
題のほかにも、さまざまな環境分野にまたがる問題を
引き起こしました。津波による海底のヘドロ等の陸域
への拡散、倒壊した建築物等の解体作業等によるアス
ベストの大気中への飛散、被災した工場等からの有害
物質の大気・公共用水域・地下水・土壌への漏出、津
波による廃棄物の海洋への流出や油汚染等により、国
民の健康への悪影響や生活環境の悪化が懸念されまし

た。さらに、避難が長期化するなかで、被災地におけ
るし尿や一般廃棄物の処理、被災ペットへの対応、被
災者の行政上の権利利益を保全する必要もあります。
　ここでは、東日本大震災に伴う環境問題に対応する
ための法令に基づく措置等について概観します。また、
これらの措置による復旧の現状についても触れていま
す。なお、原子力発電所における事故に伴う環境問題
への対応については、次節で詳述します。

1　被災地におけるし尿、一般廃棄物等の処理及び下水の状況

　被災地では、日常の各家庭からのし尿、ごみの収集
処理に加え、避難所からのし尿、ごみへの対応が必要
となっています。環境省では、震災直後の廃棄物処理
の迅速な実施及び災害廃棄物の収集運搬等の緊急支援
を各関係団体に要請し、多くの地方公共団体及び各一
般廃棄物処理事業者団体から、収集運搬等のための人
員や収集運搬車両について多数の派遣支援を、また機
材については、多くの無償支援をいただきました。
　下水については、震災直後の早い段階から、市街地

内のすべての下水管を対象に、未処理下水を速やかに
排除できる機能を有しているかどうか点検を行い、下
水管が破断している場合やポンプが機能停止している
場合には、仮設ポンプや仮配管により応急対応を実施
し汚水を排除することにより、公衆衛生の確保を図り
ました。また、津波等で被災した下水処理場では、暫
定的な施設等により簡易処理等を行いつつ、処理水質
の段階的向上を図りながら、本復旧に向けた取組を実
施しています。

2　被災地における環境汚染の状況

（1）　水環境・土壌環境等の状況

　東日本大震災では、有害物質の公共用水域・地下水
への漏出、津波による廃棄物や油などの海洋への流出
により、国民の健康への悪影響や生活環境の悪化が懸
念されたため、緊急に水環境のモニタリング調査を実
施しました。
　調査は、地震や津波により甚大な被害を受けた青森

県から茨城県において、河川、海域の水質・底質、地
下水の水質について、環境基準項目、ダイオキシン類
等の調査を実施しました。
　調査の結果、震災の影響により、被災地の環境が著
しく汚染されている状況は確認されませんでしたが、
一部、環境基準値を超過する有害物質が検出された地
点については、自治体等における継続監視を注視する
ほか、地下水については井戸の所有者に対して飲用指

キュウリ
ゴーヤ
ヘチマ
ヒョウタン
アサガオ
フウセンカヅラ

出典：株式会社サカタのタネ資料
写真：環境省

（2010年6月～2011年5月）（2009年6月～2010年5月）（2008年6月～2009年5月）
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図2-2-5　つる性の園芸植物の販売数の推移
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第3節　さまざまな環境問題への対応

導等を行うなど、関係自治体等と連携し、適切に対応
しました。
　このほか、震災発生以後の陸域からの汚濁物質の流
入によって、特に水質の悪化が懸念される被災地の閉
鎖性海域（5海域）を対象に、震災後の状況を把握する
ために、水質、底質、生物等の調査を実施しました。
　さらに、被災地の沿岸域周辺において、環境基準等
は設定されていないものの、環境残留性・有害性の高
い物質等を対象として、水質及び底質等について調査

を実施しました。
　また、海洋において、音波を利用した海底ごみ調査
を実施した結果、海底に沈積しているごみを検知し水
中カメラによる撮影を行いましたが、大型の災害廃棄
物等（倒壊家屋や自動車等）は発見されませんでした。
加えて、流出した廃棄物の総量推計を実施するととも
に、当該廃棄物のうち洋上を漂流しているものの漂流
経路、到達場所及びその時期等について今後の予測を
実施しました。漂流物は、標準漂流物（家屋が壊れて
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出典：環境省「東日本大震災による洋上漂流物の漂流予測結果の公表について（平成24年4月6日）」

図2-3-1　標準漂流物の漂流予測結果（2011年12月～ 2013年6月）
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

生じた板、水船状態の漁船等）、海面上漂流物（養殖や
定置網等のフロートやブイ、破損せずに浮かんでいる
漁船等）、海面下漂流物（流木や海水を含んだ木材等）
に分けて計算されており、その結果、当該漂流物の大
部分を占める標準漂流物の一部は、2012年10月頃に
は北米大陸西岸の沿岸域に到達し始めることが予測さ
れています（図2-3-1）。
　土壌環境については、東日本大震災に伴う津波によ
る化学工場等からの有害物質の流出や火災によるダイ
オキシン類の発生が予想され、国民の健康への悪影響
が懸念されたため、緊急に土壌環境のモニタリング調
査を実施しました。
　調査は、津波等により甚大な被害を受けた青森県か
ら千葉県の公有地において、土壌汚染対策法に定める
特定有害物質やダイオキシン類を対象に行いました。
　調査の結果、鉛やヒ素など4物質について、土壌溶
出量基準値又は土壌含有量基準値を超過することが、
一部の調査地点で確認されました。土壌溶出量基準値
を超過した地点については、当該地点の近隣における
地下水の利用状況を調査し、飲用に供されていること
が判明した場合、地下水の水質を調査し、環境基準値
を超過していないことを確認しました。また、土壌含
有量基準値を超過した地点については、当該地点の土
地利用状況を調査し、人の立入りが制限されているこ
とを確認しました。

（2）アスベスト等の飛散状況

　アスベストについては、被災直後から、アスベスト
の飛散防止対策、被災した住民等の不安解消を含むア
スベストのばく露防止対策、大気濃度調査の実施によ
るアスベストの飛散防止対策・ばく露防止対策の確認
と結果のフィードバックという3つの柱を設けて取り
組んできました。
　被災地におけるアスベストの大気濃度調査について
は、平成23年度中に延べ505地点で実施しており、今
後も継続して実施することとしています。なお、これ
までの調査結果では、一部の建築物のアスベスト除去
等工事現場において、周辺への飛散はなかったものの、
敷地内でアスベストの飛散が確認された事案が確認さ
れましたが、それ以外は大きな問題はありませんでし
た。
　大気については、岩手県、宮城県、福島県及び茨城
県において、避難所等被災者が多数生活している地域
を中心に、地方公共団体の要望を踏まえ30地点で大気
環境モニタリングを実施したところ、ヒ素及びその化
合物について指針値を超えた地点が1地点存在しまし
たが、9月に実施した再調査により、問題ないことが
確認されました。また、12月に継続調査の観点からモ
ニタリングを実施した結果からも問題ないことが確認
されました。

3　腐敗水産物の処理

　宮城県、岩手県の漁港の冷凍庫等において、大量の
水産物が腐敗し、悪臭やハエ等が発生するなど、周辺
環境への悪影響が懸念される状況となっていました。
　これらについては、発災後、埋設等の処分が行われ
ていましたが、埋設場所の確保が困難な状況となった
ため、宮城県、岩手県よりその一部について海洋投入
処分を行いたいとの要望がありました。
　そのため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する

法律に基づき、緊急的な海洋投入処分に関する告示と
して、「環境大臣が指定する廃棄物並びに排出海域及
び排出方法に関し環境大臣が定める基準」が、平成23
年4月7日には宮城県内の腐敗水産物について、平成23
年6月17日には岩手県内の腐敗水産物について、それ
ぞれ告示されました。この腐敗した水産物の海洋投入
処分については、平成23年7月頃に完了しています（写
真2-3-1）。

写真：環境省

（宮城県） （岩手県）

写真2-3-1　腐敗した水産物の処理
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第3節　さまざまな環境問題への対応

4　被災したペットへの対応

　東日本大震災により、被災地域の住民のみならずペ
ット等の動物も大きな被害を受けました。特に、福島
県では、東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生
し、住民の方々は着の身着のままで避難せざるを得ず、
多くの動物たちが警戒区域内に取り残されました。
　発災以降、人的支援、ペットフード等の物資の提供、
義援金の募集及び配布等に関して、地方公共団体や緊
急災害時動物救援本部（（公財）日本動物愛護協会、（公

社）日本動物福祉協会、（公社）日本愛玩動物協会、（公
社）日本獣医師会で構成）等の関係団体の協力を得なが
ら、被災ペットの救護の支援が行われました。
　また、環境省は福島県と全面的に協力し、ほかの自
治体、緊急災害時動物救援本部、獣医師等の協力を得
ながら、警戒区域内の被災ペットの保護活動を実施し
ました。

被災したペットへの対応の事例

　発災当初、避難所においては、被災者に同行して
避難したペットがトラブルにならないよう配慮する
ことが重要な課題となりました。そこで、避難所に
おける取組として、ペットと同伴している被災者と
の生活空間の分離（ペット同行避難者専用の居住ス
ペースの提供）、ポスター等によるペットアレルギ
ーの方への周知、獣医師による巡回・健康相談等の
事例が見られました。
　岩手県では、ケージ等の物資やアドバイス等の支
援を行うとともに、同県陸前高田市及び釜石市では、
被災者の動物飼育支援として、いち早く仮設住宅で
のペット連れ入居を容認するなどの配慮がなされま

した。
　宮城県仙台市では、被災動物の救護をより効果的
に進めるため、市の動物管理センターと社団法人仙
台市獣医師会及び特定非営利活動法人等との協議に
より、仙台市被災動物救護対策本部が設置されまし
た。同本部では、動物病院の診療情報の提供、被災
した飼い主不明の犬猫について動物病院での一時預
かり及び診療、避難所における被災動物の救護、被
災した飼い主の被災動物の一時預かり、被災動物の
保護や返還・譲渡に向けた取組等、さまざまな努力
が行われました。

写真：環境省
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

5　自然環境の変化の状況

　東日本大震災をもたらした地震・津波により、東北
地方の太平洋沿岸の自然環境は大きく変化しました。
青森県三沢市から福島県いわき市までの沿岸を対象に、
津波により浸水した範囲と植生図（環境省自然環境保
全基礎調査）を分析した結果、浸水した地域の多くは
耕作地（25,646ha　浸水範囲の54%（以下同じ。））と
市街地（14,375ha　30%）でしたが、自然植生としては、
クロマツやアカマツの植林地（2,501ha　5%）、湿原・
河川・池沼植生（942ha　2%）、二次草原（887ha　
2%）、砂丘植生（657ha　1%）のように、海岸部の植
生が影響を受けていました。
　岩盤に直接生えるワカメ、コンブなどの海藻藻場に
ついては、すべては把握されていませんが、消失等し
たところもあれば、ほとんど影響を受けていないとこ
ろもあるなど、地域によって影響の程度は異なってい

るようです。砂地に生育するアマモなどの海草藻場に
ついては、その多くが影響を受けて消失したり、規模
が縮小している地域が多いのではないかと予想されて
います。一方で、津波後に種から発芽したと考えられ
るアマモの株が確認されていて、アマモ場に生息する
魚類の生息密度は減ったものの、種数は大きな変化が
ないという地域も見られています。今後アマモ場が再
生していくか、長期のモニタリングが必要です。
　岩手県船越湾は環境省のモニタリングサイト1000
事業のアマモ場調査の対象地として継続的に調査が実
施されています。撮影された海域は、津波前は高さ
6mほどのアマモに覆われていましたが、津波後はほ

写真2-3-2　岩手県船越湾のアマモ
（平成23年10月18日撮影）

写真：環境省

（左は1984～ 86年撮影、右は平成23年3月12日撮影）
写真：国土地理院

写真2-3-3　蒲生干潟（宮城県）の航空写真

共通種
新規出現種

上段：震災前
下段：震災後

生残率（％） 底生動物出現種数
800 10 20 30 40 50 60 70

細浦 16%

波津々浦 36%

寒風沢 18%

桂島 68%

櫃が浦 73%

双観山下 72%

蒲生 44%

鳥の海 62%

松川浦 28%

資料：東北大学大学院生命科学研究科　鈴木 孝男氏

図2-3-2　東北地方太平洋沿岸の干潟における底生動物
の出現種数の変化
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第4節　原子力発電所の事故に伴う放射性物質による汚染の状況と対応

とんどが消失し、高さ数十cmのアマモの株がまばら
に点在している状態でした。
　干潟は、三陸海岸南部のリアス海岸の地域の湾奥、
松島湾及び仙台湾沿岸に分布していましたが、多くの
地域で津波の影響を受けています。津波により地形そ
のものが改変され、現在もその形状が変化し続けてい
る干潟や、干潟の底質が変化したことにより、生息す
る生物種の構成が大きく変化した干潟もみられます。
また、地震による地盤沈下の影響により、干出しなく
なってしまった干潟がみられたり、砂浜についても消
失したり、砂浜の幅が狭くなったところがみられます。
宮城県蒲生干潟は現在も地形が大きく変化し続けてい

ます。
　三陸海岸の三貫島と日出島は、クロコシジロウミツ
バメ（環境省レッドリスト絶滅危惧ⅠA類）、ヒメクロ
ウミツバメ（同絶滅危惧Ⅱ類）といった、希少な海鳥の
繁殖地となっていますが、繁殖シーズンと地震・津波
の時期が重ならなかったこと、繁殖地が直接的な影響
をほとんど受けなかったことから、現在のところ例年
とおりの規模で繁殖が行われています。しかし、鳥類
の餌環境の変化がこれから継続的に生じることが予想
されるため、干潟を利用する渡り鳥も含め、鳥類への
影響については、今後も注意深くモニタリングする必
要があります。

第4節　原子力発電所の事故に伴う放射性物質による汚染の状況と対応
　東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、環
境に大量の放射性物質が放出され、平成23年4月12日、
政府により、国際原子力・放射線事象評価尺度（INES）
のレベル7と暫定評価される深刻な事故となりました。
　同原子力発電所の事故に伴う放射性物質による汚染
等について、我が国は平成23年6月、「原子力安全に関
するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書－東
京電力福島原子力発電所の事故について－」をとりま
とめ、同月に国際原子力機関（IAEA）で開催された「原
子力安全に関するIAEA閣僚会議」において報告を行い
ました。
　この報告書の中で「この原子力事故は、我が国にと
って大きな試練となり、世界各国の支援を受けつつ、
国内の数多くの関係機関が一体となって対応に取り組
んでいるところである。また、我が国は、この事故が
世界の原子力発電の安全性に懸念をもたらす結果とな
ったことを重く受け止め反省している。そして、何よ
りも事故の発生によって、世界の人々に放射性物質の

放出について不安を与える結果になったことを心から
お詫びする。」とあるように、事故に伴って環境中に放
出された放射性物質は、最大の環境汚染の問題を引き
起こし、我が国のみならず世界の人々にも不安を与え
ました。
　この節では、主に、この事故に由来する放射性物質
による汚染等への対応を詳述します。また、原子力発
電所における事故直後の状況と対応の経過等の詳細に
ついて、平成23年5月31日までの状況は、平成23年6
月に公表された「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に
対する日本国政府の報告書」において、平成23年8月
31日までの状況は、同年9月に公表された「国際原子力
機関に対する日本国政府の追加報告書-東京電力福島
原子力発電所の事故について-（第2報）」等において、
詳述されています。
　なお、本節で、「放射性セシウム」とした場合は、事
故由来の放射性物質であるセシウム134及びセシウム
137を指しています。

1　原子力発電所における事故直後の状況及び避難等の状況

　東京電力福島第一原子力発電所における全交流電源
喪失及び非常用炉心冷却装置注水不能等の事態を受け、
3月11日19時3分、菅総理（当時）は、原子力緊急事態
宣言を発し、原子力災害対策本部を官邸に設置しまし
た。福島県災害対策本部では、同原子力発電所におけ
る原子力緊急事態宣言を受け、同日20時50分、福島県
知事は、大熊町及び双葉町に対し、同原子力発電所か
ら半径2km圏内の居住者等の避難を指示しました。
　原子力災害対策本部は、同11日21時23分、福島県
知事及び関係自治体に対し、同原子力発電所から半径
3km圏内の居住者等に対して避難のための立ち退きを
行うこと及び同発電所から半径10km圏内の居住者等
に対して屋内退避を行うことを指示しました。

　その後、関係閣僚等により、避難範囲に関する再検
討が行われ、原子力災害対策本部は、翌12日5時44分、
福島県知事及び関係自治体に対し、同原子力発電所か
ら半径10km圏内の居住者等に対して避難のための立
ち退きを行うことを指示しました。同12日15時36分、
1号機の原子炉建屋で爆発が発生したことを受け、原
子力災害対策本部は、同日18時25分、福島県知事及び
関係自治体に対して、同原子力発電所から半径20km
圏内の居住者等に対して避難のための立ち退きを行う
ことを指示しました。
　3月14日11時1分の3号機の爆発、3月15日6時頃の4
号機方向からの衝撃音の発生、同日8時11分頃におけ
る4号機原子炉建屋5階屋根付近の損傷確認、同日9時
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

38分の同原子炉建屋3階北西付近での火災発生等の事
態が連続的に発生した後、原子力災害対策本部は、15
日11時、福島県知事及び関係自治体に対し、同原子力
発電所から半径20km以上30km圏内の居住者等に対し
て屋内への退避を行うことを指示しました。
　加えて、同原子力発電所の半径20km圏内については、
住民の安全確保に万全を期すため、原子力災害対策本
部が、福島県知事及び関係市町村長に対し、同区域を
警戒区域に設定することを4月21日に指示しました。
　また、環境モニタリングのデータから、同原子力発
電所の半径20km圏外の場所でも放射性物質が高いレ
ベルで蓄積されてきている場所があることが明らかに
なったため、4月22日には、20km圏外の一定の区域
を「計画的避難区域」として新たに設定するとともに、
従来、屋内退避区域とされてきた20kmから30km圏内
の地域のうち「計画的避難区域」以外の区域については、
「緊急時避難準備区域」として設定することが関係自治
体の長に指示されました。これによって、計画的避難
区域内の居住者等は避難のための計画的な立退きを行
い、また緊急時避難準備区域内の居住者等は常に緊急
時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準
備を行うように指示されました。このうち、緊急時避
難準備区域については、平成23年9月30日解除されま
した。
　さらに、計画的避難区域の外にも、事故発生後1年
間の積算被ばく線量が20ミリシーベルトを超えると推
定される空間線量率が続いている地点が局地的に存在

することから、原子力災害対策本部は6月16日に、当
該地点を「特定避難勧奨地点」とし、居住住民に対して
注意喚起及び避難の支援、促進を行う対応方針を示し
ました。
　平成23年8月9日、原子力災害対策本部は、避難区域
等の見直しに関する考え方を示しました。この中では、
避難指示が住民などの生活に非常に大きな影響を及ぼ
すものであることから、原子炉施設の安全性の確認や
詳細なモニタリング結果の蓄積を通じた線量低減の把
握などによって、状況に大きな変化が生じた場合には、
これらの避難指示を速やかに見直すことが適当である
とされています。
　その後、12月16日、原子力災害対策本部において、
原子炉の「冷温停止状態」の達成、使用済燃料プールの
より安定的な冷却の確保、滞留水全体量の減少、放射
性物質の飛散抑制などの目標が達成されていることか
ら、発電所全体の安全性が総合的に確保されていると
判断し、「放射性物質の放出が管理され、放射線量が
大幅に抑えられている」というステップ2の目標達成と
完了を確認しました。これを受け、原子力災害対策本
部は、12月26日に、「ステップ2の完了を受けた警戒
区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方
及び今後の検討課題について」をとりまとめ、警戒区
域及び避難指示区域の見直しについての具体的な検討
を開始するに当たり、見直しに関する基本的な考え方
を提示し、平成24年3月30日に見直しを行うことを決
定しました。

2　放射性物質による環境の汚染状況についての監視・測定

　東京電力福島第一原子力発電所の事故により環境中
に大量の放射性物質が放出され、国民の健康への影響
等が懸念されることから、子どもをはじめとした国民
の健康管理や除染活動等今後の対策の検討に資すると
ともに、一体的で分かりやすい情報提供を行うため、
政府等で構成されるモニタリング調整会議において、
平成23年8月に「総合モニタリング計画」を決定し、平
成24年3月には改訂を行いました。同計画では、放射
性物質に係るモニタリングについて各府省等の役割分
担を明確にしており、各府省庁等は、同計画に沿った
モニタリングを実施しています。また、放射線モニタ
リングのポータルサイトにおいて、各府省が実施した
モニタリングの結果を一元的に提供しています。

（1）環境モニタリング一般、航空、海域、学
校、公共施設等

　各都道府県における空間線量率を測定するとともに、
土壌等に含まれる放射性物質の分析を行うための環境
試料分析装置等の整備を進めました。また、東京電力
福島第一原子力発電所周辺においては、モニタリング

カーや可搬型モニタリングポスト、積算線量計（ガラ
スバッジ）による空間線量の測定等を平成23年3月より
継続的に実施してきました。旧緊急時避難準備区域に
おいては、定期的に行っているモニタリングとは別に、
復旧を支援するため、生活圏に着目した走行サーベイ
による面的なモニタリングや各自治体の要望に対応し
て井戸水、河川等の詳細モニタリングを実施し、放射
線分布マップ等を作成するとともに、警戒区域（避難
区域）及び計画的避難区域を対象として、走行サーベ
イ等による空間線量率の測定等の詳細モニタリングを
実施しました。さらに、東日本を中心とした1都21県
において、航空機モニタリングを実施し、特に、同原
子力発電所から80㎞圏内においては、5回（うち1回は
警戒区域及び計画的避難区域のみ）のモニタリングを
実施し、空間線量率と放射性セシウムの沈着状況を把
握しました。
海洋については、福島県及び周辺県を中心として、

①東京電力福島第一原子力発電所近傍海域、②沿岸海
域、③沖合海域、④外洋海域において、海水、海底土
及び海洋生物の放射性物質の濃度を測定しました。そ
の結果、海水の放射能濃度については、東京電力福島
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第一原子力発電所の事故から間もない時期と比べて低
い値となっていますが、事故以前の調査において全国
の海域で測定された結果※に比べれば、いまだに高い
値が続いている地点もあります。さらに、海底土の放
射能濃度についても、空間的、時間的なばらつきがあ
るものの、事故以前の調査の結果に比べ、全般的に、
未だに高い値となっており、また、広域にわたる拡散
が見られることがわかりました。これらの結果や、河
川流入海域を中心とした海底土、海産生物への放射性
物質の影響に関する社会的関心が高まっていることを
踏まえ、平成24年度において海洋のモニタリングの強
化・充実を行うこととしています。
　学校等のモニタリングについては、データ転送機能
を備えた設置型の小型線量計を順次整備し、インター
ネット回線等を通じて測定データを関係機関に送付す
るリアルタイム放射線監視システムを構築しました。
また、福島県内で比較的高い線量が測定された学校等
の空間線量率を測定するとともに、県内のすべての学
校等に積算線量計を配付し、学校生活における児童生
徒等を代表する者の受ける積算線量を把握しました。
※�平成20～22年度海洋環境放射能総合評価事業海洋
放射能調査結果

（2）港湾、空港、公園、下水道等

　国、関係地方公共団体及び関係団体において、東北・

関東地方の港湾において大気中の空間線量率や海水中
の放射性物質の濃度を測定するとともに、各主要空港
近傍においては空間線量率を測定しました。また、東
京湾浦賀水道航路付近においては、海水中の放射性ヨ
ウ素及び放射性セシウムの濃度を測定し、結果を取り
まとめました。
　下水汚泥等に含まれる放射性物質濃度については、
関係自治体が実施した測定結果をとりまとめました。
また、福島県が測定した福島県全域の都市公園におけ
る空間線量率や、県内の観光施設・山地・自然・道の
駅等の観光施設における空間線量率もとりまとめまし
た。

（3）水環境、自然公園、廃棄物

水環境については、福島県を中心として、岩手県、
山形県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県及び千葉県
等の河川、湖沼・水源地、水浴場等の沿岸域の約700
地点において、平成23年8月末より定期的に水質・底
質等の放射性物質モニタリングを実施しました。その
結果、放射性ヨウ素は水質、底質ともに全地点で不検出、
放射性セシウムについては、水質からはほとんどの地
点で不検出（平成24年2～3月調査では最大でも2Bq/
L）でしたが、底質では、おおむね2,000Bq/kg（乾泥）
程度以下ではあるものの広範囲に放射性セシウムが検
出されており、特に東京電力福島第一原子力発電所の

岩沼市
N

柴田町
大河原町

角田市
亘理町

山元町

新地町

相馬市

丸森町

白石市

国見町

伊達市

桑折町

福島市

大玉村
二本松市

川俣町
飯館村

猪苗代町

郡山市 三春町

本宮市

田村市

川内村

葛尾村

須賀川市 小野町

平田村玉川村
鏡石町
矢吹町

泉崎村
中島村石川町

浅川町白河市

棚倉町 鮫川村

古殿町

塙町

いわき市

広野町

楢葉町

富岡町

浪江町

南相馬市

双葉町
大熊町 福島第一

原子力発電所

北茨城市

福島県

宮城県
岩沼市柴田町

大河原町

角田市
亘理町

山元町

新地町

相馬市

丸森町

白石市

国見町

伊達市

桑折町

福島市

大玉村
二本松市

川俣町
飯館村

猪苗代町

郡山市 三春町

本宮市

田村市

川内村

葛尾村

須賀川市 小野町

平田村玉川村
鏡石町
矢吹町

泉崎村
中島村石川町

浅川町白河市

棚倉町 鮫川村

古殿町

塙町

いわき市

広野町

楢葉町

富岡町

浪江町

南相馬市

双葉町
大熊町 福島第一

原子力発電所

北茨城市

福島県

宮城県

出典：文部科学省第4次航空機モニタリング結果（平成23年12月16日）

凡例
地表面から1mの高さの
空間線量率（μSv/h）
［11月5日現在の値に換算］

測定結果が
得られていない範囲

背景地図：電子国土
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凡例
Cs－134及びCs－137の
合計の沈着量（Bq/m2）
［11月5日現在の値に換算］

測定結果が
得られていない範囲

背景地図：電子国土
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地表面から1mの高さの空間線量率 放射性セシウムの合計沈着量
図2-4-1　航空機モニタリング結果の例
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

20km圏内の河川、湖沼・水源地など一部の限られた
地点においては10万Bq/kg（乾泥）を超える高い値が
検出されました。全体の状況としては、河川については、
おおむね減少傾向が見られるものの、河口等一部地点
において増加が見られるなど増減にばらつきがあり、
湖沼、沿岸については全体的に増減にばらつきがある
状況でした。底質の放射性セシウムについては、水に
よる遮へい効果を考慮すれば、住民への被ばく線量へ
の影響は限定的と考えられますが、洪水などの自然現
象により状況が変化する可能性があることから、今後
ともモニタリングを継続し、推移を注視する必要があ
ります。
また、同地域の地下水について、平成23年10月より

定期的に水質の放射性物質モニタリングを実施しまし

た。平成23年10～11月に宮城県、山形県、福島県、
茨城県、栃木県の5県の433地点で測定を実施し、その
結果、放射性ヨウ素については全地点で不検出、放射
性セシウムについても福島県内の2地点において1Bq/
Lが検出されましたが、残りの地点では不検出でした。
平成24年1～3月には上記5県に岩手県、群馬県、千葉
県の3県を加えた8県の558地点で測定を実施し、その
結果、放射性ヨウ素、放射性セシウムはともに全地点
で不検出でした。
　さらに、夏の海水浴シーズンに水浴場の利用に当た
っての放射性物質による影響が懸念されたため、平成
23年6月23日、自治体等が水浴場開設を判断する際の
水浴場の放射性物質に係る水質の目安などを内容とす
る水浴場の放射性物質に関する指針を策定しました。

出典：総合モニタリング計画（平成23年8月2日）

※　気象研究所は、分析機関として、関係府省等と連携することとする。
（*1）モニタリング対象のモニタリング実施に関する調査・分析の整理及び公表、企画立案まとめ
（*2）線量測定・試料採取・輸送・民間への測定等の委託など　※○は実施主体
（*3）核種分析が可能な機関
（*4）防衛省は、必要に応じ関係省庁と連携し、航空機及び艦船を使用して支援を行うこととする。
（*5）復興庁は、避難指示区域等のインフラの復旧等及び住民の帰還支援に係る総合調整等で、関係府省庁と連携することとする。
（*6）国税庁は、酒類の安全性の確保に関する事務を所掌している関係上、食品モニタリングのうち、酒類に関するものについて、

関係府省庁等と連携することとする。

モニタリングの対象等

環境モニタリング一般（土
壌、水、大気等）、航空、
海域、学校、公共施設等

情報集約（*1） 測定等実施又は対応支援（*2） 分析実施（*3）

文部科学省

文部科学省所管独法
海上保安庁
気象庁気象研究所
防衛省技術研究本部
自治体
原子力事業者
公的検査機関
民間検査機関

上記以外における対応

○文部科学省、環境省、経済
産業省、水産庁〈海域〉、海上
保安庁〈海域〉、気象庁気象研
究所〈海域〉、自治体
防衛省〈航空、海域〉（*4）
復興庁（*5）、原子力事業者

東京電力福島第一原子力発電所周辺地域対応
○原子力災害対策本部
（関係府省、自治体、原子力事業者が参加）

港湾、空港、公園、下水
道等

文部科学省
（国土交通省から
の情報提供も得つ
つ集約）

文部科学省所管独法
自治体
原子力事業者
公的検査機関
民間検査機関上記以外における対応

○自治体等
国土交通省

東京電力福島第一原子力発電所周辺地域対応
○現地対策本部
（関係府省、自治体、原子力事業者が参加）

水環境（河川、湖沼、水
源地、地下水）、自然公園
等（湧水等、野生動植物）、
廃棄物

環境省

文部科学省所管独法
環境省所管独法
自治体
原子力事業者
公的検査機関
民間検査機関上記以外における対応

○環境省
○自治体
原子力事業者等

東京電力福島第一原子力発電所周辺地域対応
○現地対策本部
（各省、自治体、原子力事業者が参加）

農地土壌、林野、牧草等 農林水産省

農林水産省所管独法
文部科学省所管独法
自治体
原子力事業者
公的検査機関
民間検査機関

上記以外における対応
○農林水産省
○自治体

東京電力福島第一原子力発電所周辺地域対応
○原子力災害対策本部
（各省、自治体、原子力事業者が参加）

食品（農・林・畜・水産物等） 厚生労働省

厚生労働省施設等機関
農林水産省所管独法
自治体
公的検査機関等

上記以外における対応
○農林水産省
○自治体等
国税庁（*6）等

東京電力福島第一原子力発電所周辺地域対応
○原子力災害対策本部
（関係府省、自治体、原子力事業者が参加）

水道 厚生労働省

自治体
水道事業者
公的検査機関等

東京電力福島第一原子力発電所周辺地域対応
○原子力災害対策本部
（関係府省、自治体、原子力事業者が参加）
上記以外における対応
○自治体
○水道事業者等

表2-4-1　放射性物質の監視・測定の体制
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　東京電力福島第一原子力発電所の周辺地域での放射
性物質による野生動植物への影響を把握するため、環
境省では植物の種子やネズミ等の試料の採取を進め、
関係する研究機関とも協力しながら分析を進めていき
ます。野生動植物への影響の把握には、何世代にも渡
る長期的な調査が必要となるため、関係する研究機関
や学識経験者とも連携しながら、モニタリング方法を
検討し、野生動植物への影響の把握を進めています。

（4）農地土壌、林野、牧草のモニタリング計画

　農地土壌については、農林水産省が中心となって、
平成23年8月30日に福島県等6県を対象に約580地点
の農地土壌の放射性セシウム濃度を測定して得られた
濃度分布図を公表し、さらに、平成24年3月23日には
この対象を15都県、点数を約3,400地点に拡大した分
布図を公表しました。また、林野についても、福島県
内の森林391箇所において、森林内の空間線量率と堆
積有機物及び土壌の放射性セシウムの濃度を測定し、
その結果を分布図として取りまとめ、平成24年3月1日
に公表しました。農林水産省では、これらの分布図の
農地や森林の除染や生産現場での営農等に活用してい
くこととしています。

（5）食品のモニタリング

　平成23年3月11日、原子力緊急事態宣言が発出され
たことをうけ、3月17日、放射性物質に汚染された食
品の取扱に関する通知が、都道府県知事、保健所設置
市長、特別区長宛てに発出されました。この中で、食
品衛生法の観点から、当分の間、原子力安全委員会が
「原子力施設等の防災対策について」の中で示した指標
値を暫定規制値とし、これを上回る食品については食
品衛生法第6条第2号に当たるものとして取り扱うこと
とされ、これらの食品が食用に供されることがないよ
う販売その他について十分処置することが求められま
した。
　暫定規制値を超える放射性物質が検出された食品に
ついては、回収・廃棄を行うとともに、暫定規制値超
過に地域的な広がりが認められる等の場合には、原子
力災害対策特別措置法に基づく原子力災害対策本部長
の指示により、その出荷や摂取の制限が行われていま

す。3月21日に、同法に基づく最初の出荷制限が行わ
れて以降、暫定規制値を超える放射性物質が検出され
た原乳、野菜類、穀類、水産物、肉等について、その
出荷や摂取の制限が行われてきましたが、その後のモ
ニタリングにより、暫定規制値を安定的に下回る場合
には、原子力災害対策本部の示した考え方に基づき、
制限が解除されています。
　この暫定規制値は、事故後の緊急的な対応として定
められたものであることから、より一層、食品の安全
と安心を確保する観点から、長期的な状況に対応する
新たな基準値が定められ、平成24年4月1日から施行さ
れています。

（6）水道のモニタリング

　東京電力福島第一原子力発電所の事故に関連した水
道水中の放射性物質への対応については、平成23年3
月19日及び3月21日に、原子力安全委員会の定める飲
食物摂取制限の指標及び食品衛生法上の暫定規制値に
基づき、緊急時における水道水中の放射性物質に係る
指標が定められ、超過時の対応について都道府県、水
道事業者等に通知されました。また、平成23年4月4日
に、モニタリング方針、検査結果に基づく摂取制限の
要否・解除の考え方が示されました（平成23年6月30
日に一部改定）。これまで、20の水道事業者等で水道
水の摂取制限が実施されましたが、平成23年5月10日
までにすべての水道事業者等で解除されて以降、指標
の超過により水道水の摂取制限を行った水道事業者等
はありません。また、平成23年4月以降は水道水中か
らはおおむね不検出の状態が続いています。
　厚生労働省では、平成23年6月に、その時点の知見
の集約として中間取りまとめを行い、今後の見通しと
して、同原子力発電所から大量の放射性物質が放出さ
れない限り、摂取制限等の対応を必要とするような影
響が水道水に現れる蓋然性は低いこと等を示していま
す。その後、食品中の放射性物質の新たな基準やモニ
タリング実績を踏まえ、平成24年3月5日に指標が見直
されて新たな管理目標値（セシウム134及びセシウム
137の合計で10Bq/kg）が設定され、モニタリング方
法及び目標値超過時の措置等について都道府県、水道
事業者等に通知されました。この管理目標値は、平成
24年4月1日以降適用されています。

3　放射性物質汚染対処特措法に基づく除染や汚染廃棄物処理等の取組

（1）放射性物質汚染対処特措法の概要

　東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって放
出された放射性物質による環境の汚染が生じており、
これによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速や
かに低減することが喫緊の課題となっています。こう

した状況を踏まえ、平成23年8月30日に「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」（平成23
年法律第110号。以下、「放射性物質汚染対処特措法」）
が公布されました（図2-4-2）。
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

　また、平成23年11月11日には放射性物質汚染対処
特措法に基づく基本方針が閣議決定され、環境の汚染
の状況についての監視・測定、事故由来放射性物質に
より汚染された廃棄物の処理、土壌等の除染等の措置
等に係る考え方がとりまとめられました。これに基づ
き、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康
又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するため、
放射性物質による汚染の除去等の取組を進めることと
されました。

（2）放射性物質による汚染の除去等の取組

ア）放射性物質汚染対処特措法に基づく枠組み

　放射性物質汚染対処特措法においては、除染特別地
域と汚染状況重点調査地域が規定されています。除染
特別地域については、警戒区域又は計画的避難区域の
指定を受けたことがある地域が指定されており、同地
域では、環境大臣が定める特別地域内除染実施計画に
基づいて、国が除染等の措置等を実施しなければなら
ないこととされています。
　また、環境大臣は、年間の追加被ばく線量が1ミリ
シーベルト以上となる地域を汚染状況重点調査地域と
して指定することとされています。指定された市町村

等は、汚染状況重点調査地域内で、年間の追加被ばく
線量が1ミリシーベルト以上となる区域について、除
染実施計画を定めることとされています。国、都道府県、
市町村等は、それに基づいて、除染等の措置等を実施
しなければならないこととされています。
除染特別地域については福島県内の11市町村、汚染

状況重点調査地域については岩手県、宮城県、福島県、
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県内の合計
104市町村が指定されています（平成24年5月現在）。

イ）土壌等の除染等の措置の基本的考え方

　放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針におい
ては、土壌等の除染等の措置については、まずは人の
健康の保護の観点から必要な地域について優先的に、
特別地域内除染実施計画又は除染実施計画を策定し、
線量に応じたきめ細かい措置を実施する必要があるこ
と、特に、成人に比べて放射線の影響を受けやすい子
どもの生活環境については、優先的に実施することが
重要である旨が明記されています。

ウ）除染特別地域における除染

　「特別地域内除染実施計画」については、「ステップ2
の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに
関する基本的考え方及び今後の検討課題について（平
成23年12月26日、原子力災害対策本部）」により、新
たな避難指示区域の区分が示されていることを踏まえ、
その区分ごとに基本的な考え方を整理して、環境大臣
が策定を進めることとなります。この策定作業は実際
の区域の見直しの検討作業と密接に関連します。その
ため、モデル実証事業やインフラ等についての先行的
な除染を進めつつ、市町村等の関係者と密接な連携を
図って特別地域内除染実施計画の策定作業を進めるこ
ととなります。
　また、この特別地域内除染実施計画の策定後に、建
物等の状況調査、同意の取得など、除染作業に入るた
めの準備を実施し、順次除染作業を開始します。

①　除染モデル実証事業（技術的知見の収集）
　平成23年11月以降、警戒区域や計画的避難区域等に
おいて、除染の効果的な実施のために必要となる技術
の実証実験等のため、除染モデル実証事業が実施され

基本方針の策定

環境大臣は、放射性物質による環境の汚染への対処に
関する基本方針の案を策定し、閣議の決定を求める

基準の設定

環境大臣は、放射性物質により汚染された廃棄物及び
土壌等の処理に関する基準を設定する

監視・測定の実施

国は、環境の汚染の状況を把握するための統一的な
監視及び測定の体制を速やかに整備し、実施する

放射性物質により汚染され
た廃棄物の処理

放射性物質により汚染され
た土壌等の除染等の措置等

資料：環境省

図2-4-2　放射性物質汚染対処特措法に基づく制度の概要

地域の概要
国が除染を実施する地
域（除染特別地域）

警戒区域又は計画的避難区域の
指定を受けたことがある地域

計画
環境大臣が、特別地域
内除染実施計画を策定

実施する者
国

市町村が中心となって
除染を実施する地域
（除染実施区域）

汚染状況重点調査地域のうち、
年間の追加被ばく線量が１ミリ
シーベルト以上となる地域

市町村長等が、除染実
施計画を策定

国、都道府県、市町村等

資料：環境省

表2-4-2　放射性物質汚染対処特措法に基づく枠組み
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ました。除染モデル実証事業については、平成23年11
月以降、双葉町を除く、予定されたすべての除染対象
地区において、順次、進めてきており、3月末に本事
業の線量低減効果のこれまでの結果等について報告を
行いました。その主なポイントは、以下のとおりです。
○　�除染前の空間線量率が年間積算線量で30mSv程度

未満の区域内で実施したケースでは、年間積算線
量20mSvを下回る水準まで空間線量率を下げるこ
とができた。

○　�他方、除染前の空間線量率が年間積算線量で
40mSv超の区域内で実施したケースでは、40～
60%程度の空間線量率を低減することができたが、
年間積算線量20mSvを下回る水準まで空間線量率
を下げることはできなかった。

○　�除染前の空間線量率が低いところでは、可能な限

り除去した物の量が発生しない除染方法を試行し、
除去した物の量は比較的抑制できたが、空間線量
率の低減率は、高い空間線量率の場所に比べると
低くなった。

○　�各地点の洗浄水（側溝等へのたまり水を含む）及び
事故前からのたまり水（プール水）の汚染度等に応
じて、ろ過、吸着、凝集・沈殿を組み合わせて処
理したところ、すべての処理方法で原子炉等規制
法に基づく排水基準を満足する結果が得られた。

○　�高温焼却による減容化は、枝葉に付着した放射性
物質を煙とともに外部へ拡散させずに、極めて高
い効率での減容化を両立することが可能であった。
さらに、排煙をバグフィルターやHEPAフィルタ
ーを用いて処理することで、排気中のセシウム濃
度は、法令に定める空気中放射性物質濃度を十分

資料：「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針（平成23年11月11日）」より環境省作成

地域
追加被ばく線量（年間）
20ミリシーベルト以上

目標 備考
線量が特に高い地域について
は、長期的な取組が必要当該地域の段階的かつ迅速な縮小を目指す。

追加被ばく線量（年間）
20ミリシーベルト未満

追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となること長期的な目標
一般公衆の年間追加被ばく線量を平成23年8月末と比べて、放射性
物質の物理的減衰等を含めて約50％減少した状態を実現すること
子どもの年間追加被ばく線量が平成23年8月末と比べて、放射性物
質の物理的減衰等を含めて約60％減少した状態を実現すること

平成25年8月
までの目標

表2-4-3　土壌等の除染等の措置に係る目標

※知見を随時活用

同意されたところから順次実施

土壌などの搬入（随時）

特別地域内除染実施計画

出典：「除染特別地域における除染の方針（ロードマップ）について」（平成24年1月26日環境省）

計画

除染モデル
実証事業

平成24年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏以降

先行除染

本格除染

仮置場

内閣府モデル事業

役場・公民館等

常磐道（環境省モデル事業）等

上下水道施設等のインフラ施設

高線量地域（環境省モデル事業）

関係人の確認・把握

住民説明会

設計

建物等の放射線モニタリング

同意の取得

除染作業開始

建物等の状況調査

測量・造成・搬入

※具体的な除染の実施に際しては、市町村ごとに除染の手順を設定

本格除染

図2-4-3　当面の除染特別地域の除染工程
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第1部│第2章　東日本大震災及び原子力発電所における事故への対応平成23年度

下回る排気を達成することが可能であることが確
認できた。

○　�年間積算線量及び土地利用区分にかかわらず、ほ
とんどの地点で、最大約5cmの表土除去を行うこ
とで80％以上の放射性物質を除去することが可能
であった。ただし、表土の除去量に直接的に関連
する剥ぎ取り厚さは、放射能濃度の深さ方向の分
布、除染目標等を考慮して設定する必要がある。

　このように、今後もモデル事業を実施し、引き続き、
除染技術の効果や限界を明らかにしつつ、その適用可
能性等の知見を蓄積するとともに、これらの知見につ
いては順次除染事業等に活用します。

②　先行除染（本格除染実施のために必要な除染）

　今後の本格的な除染を進めるに当たっては、除染活
動の拠点となる施設（役場、公民館等）や、除染を行う
地域にアクセスする道路、除染に必要な水等を供給す
るインフラ施設を対象に、先行的な除染を実施する必
要があります。
　このため、平成23年12月以降、自衛隊等による除染、
常磐自動車道の除染等を順次実施しているところであ
り、今後も、役場、公民館等の公的施設や、上下水道
施設等のインフラ等の先行的な除染を進めることとな
ります。

③　本格除染
　本格除染については、平成26年3月末までに、住宅、
事業所、公共施設の建物等、道路、農用地、生活圏周

除染等の取組

　除染方法については、放射性物質の状況により、
効果的な方法は異なります。除染作業の前に放射線
量を測り、除染方法を選択し、作業実施後も放射線
量を測って効果を確認します。
　放射線量が比較的低い地域の除染方法の例として、
民家軒下の雨樋の清掃、草木の刈り取り、側溝の汚

泥の除去等があります。放射線量が比較的高い地域
の除染方法として、土地の除染については、重機を
用いた校庭表土の削り取り、手作業による腐葉土を
薄くはぐ等の方法がとられます。また、屋根等の除
染については、屋根の高圧洗浄、樋の除染等の例が
あります。

〈写真〉福島市

出典：環境省「放射性物質による環境汚染情報サイト」

〈写真〉伊達市側溝の汚泥の除去 草木の刈り取り民家の軒下・雨樋の清掃

写真：環境省

写真2-4-1　先行除染の様子
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辺の森林等において土壌等の除染等の措置を行い、そ
こから発生する除去土壌等を適切に管理された仮置場
へ逐次搬入することを目指すこととしています。
　除染によって生じた土壌等を保管するための中間貯
蔵施設については、平成23年10月に環境省として「東
京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質に
よる環境汚染の対処において必要な中間貯蔵施設等の
基本的考え方について」を示し、その後、平成23年末
には、福島県双葉郡内での立地の検討をお願いしまし
た。平成24年3月には、双葉地方町村、福島県と国と
の間で意見交換を行い、複数の地域に設置する国の案
を示しました。地元自治体や住民の理解と協力を得つ
つ、仮置場での本格搬入開始から三年程度を目途とし
て供用開始ができるよう、政府として最大限努力して
いくこととしています。

④　除染実施区域における除染
　汚染状況重点調査地域は、その地域の平均的な放射
線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地
域（年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上とな
る地域）を含む市町村を、地域内の事故由来放射性物
質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定
をすることが必要な地域として、環境大臣が指定する
ものです。指定を受けた市町村は、具体的に市町村内
で除染実施計画を定める区域を定めることになりま
す。
　除染の実施に係る考え方としては、放射性物質汚染
対処特措法に基づく基本方針において、土壌等の除染
等の措置の方針として、追加被ばく線量が比較的高い
地域については、必要に応じ、表土の削り取り、建物
の洗浄、道路側溝等の清掃、枝打ち及び落葉除去等の
除染等、子どもの生活環境の除染等を行うことが適当
であること、追加被ばく線量が比較的低い地域につい
ては、周辺に比して高線量を示す箇所があることから、
子どもの生活環境を中心とした対応を行うとともに、
地域の実情に十分に配慮した対応を行うことが適当で
あるとしています。

（3）事故由来放射性物質により汚染された廃
棄物の処理

　事故由来放射性物質により汚染された又は汚染され
たおそれのある廃棄物は、基本的に、放射性物質汚染
対処特措法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（廃棄物処理法）に基づいて処理されます。放射性物質
汚染対処特措法においては、放射性物質により汚染さ
れた廃棄物を、特定廃棄物と特定一般廃棄物及び特定
産業廃棄物に区別し、それぞれの処理方法等について
定めています。

ア）特定廃棄物

　放射性物質汚染対処特措法に基づいて、特定廃棄物
は、汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物（対策地域内
廃棄物。）と、指定廃棄物に区別されています。
　対策地域内廃棄物は、国が対策地域内廃棄物処理計
画によって処理を進めます。
　指定廃棄物は、特別な管理が必要な程度に放射性物
質により汚染された廃棄物が指定されます。この指定
廃棄物は、国が処理を実施します。指定の流れは、一
定の要件に該当する水道施設、下水道、工業用水道施設、
廃棄物処理施設及び集落排水施設において排出された
廃棄物の汚染状況について、その施設の管理者が調査
を行い、環境大臣に報告し、その結果、放射性セシウ
ムの放射能濃度が8,000Bq/kgを超えると認められる
廃棄物を環境大臣が指定廃棄物に指定します（表2-4-
4）。このほか、廃棄物の占有者が、自身が占有する廃
棄物の汚染状況を調査した結果、放射性セシウムの放
射能濃度が8,000Bq/kgを超えると思料する場合、指
定廃棄物の指定について環境大臣に対し申請できま
す。
　これらの特定廃棄物の処理は、放射性物質汚染対処
特措法第20条に基づき定められた収集運搬基準、保管
基準、中間処理基準、最終処分基準に従って行われます。
これらの基準は、住民の安全確保のため、処理に伴っ
て周辺住民の受ける線量が毎年1ミリシーベルトを超
えないように定められています。具体的には、放射線
の遮へい、公共水域や地下水の汚染の防止、施設から
の排ガス・排水の管理等の安全確保のために必要な措
置を行い、周辺の線量、地下水、排ガス・排水等のモ
ニタリングを行って、これらの措置が的確に講じられ
ていることを確認することとされています（図2-4-4）。

イ）特定廃棄物以外の事故由来放射性物質により
汚染された廃棄物

　放射性物質汚染対処特措法第23条において、事故由
来放射性物質により汚染された又はそのおそれがある
廃棄物（特定一般廃棄物・特定産業廃棄物）の処理を行
う者は、廃棄物処理法に基づく廃棄物の処理基準に加
えて、特別処理基準に従わなければならないこととさ
れています。
　特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物に該当する廃棄

出典：環境省「指定廃棄物関係ガイドライン」（平成23年12月　第
1版）

発生元等

水道施設等

想定される廃棄物
汚泥等の堆積物、発生汚泥、ばいじん、
焼却灰、その他燃えがら等

廃棄物処理施設 ばいじん、焼却灰その他燃えがら
事業者等 廃稲わら、廃堆肥等
除染を行う土地 草木類、金属くず、プラスチックその他

表2-4-4　指定廃棄物の発生元及び想定される廃棄物
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物は、特定廃棄物に該当しない廃棄物であって次のい
ずれかに該当するものです
　①　除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に
係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
　②　一定の地域の一定の要件に該当する水道施設、
下水道終末処理場、焼却施設等から排出される汚泥、
焼却灰等
　③　稲わら、堆肥が事故由来放射性物質により汚染
されたため利用できなくなった結果、廃棄物となった
もの
　④　①から③までに掲げる廃棄物を処分するために
処理したものであって、これらの廃棄物に該当しない
もの
　この特別処理基準は、特定廃棄物に該当しない廃棄
物について廃棄物処理法を適用しつつ、入念的に、よ
り一層の安全確保を図ろうとするためのものです。
　特別処理基準は、収集運搬の基準、中間処理の基準、
埋立て処分の基準から構成されています。
　収集運搬の特別処理基準では、運搬に当たって特定
一般廃棄物又は特定産業廃棄物の積替保管を行う場合
の基準として、必要な要件を備えた掲示板が設けられ
ている場所で保管することが定められています。
　中間処理の特別処理基準では、特定一般廃棄物又は
特定産業廃棄物を焼却等（焼却、溶融、熱分解及び焼成）
する場合について定められており、ろ過式集じん方式
の集じん器などの高度の機能を有する排ガス処理設備
を備えた焼却施設で行うこととされています。
　埋立て処分の特別処理基準では、特定一般廃棄物又
は特定産業廃棄物の埋立て方法として土壌層の設置や
層状埋立て等が定められています。
　また、廃棄物処理施設のうち、特定一般廃棄物又は
特定産業廃棄物の処理を行う焼却施設等及び特定一般
廃棄物又は特定産業廃棄物の処理をしていなくても一
定地域に所在する焼却施設等に対しては放射性物質汚
染対処特措法第24条に基づき定められた特別維持管理

基準が適用され、排ガスや排水中の放射性物質の濃度
を月1回以上、敷地境界における空間線量を週1回以上
測定することとされています。
　さらに、特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物を埋立
て処分する最終処分場にも特別維持管理基準が適用さ
れ、地下水・放流水中の放射性物質の濃度を月1回以上、
敷地境界における空間線量を週1回以上測定すること
とされています。

（4）除染や汚染廃棄物処理等の体制整備

　除染や汚染廃棄物処理については、復興庁や原子力
災害対策本部と連携しながら、体制をより充実し、進
める必要があります。
　環境省においては、放射性物質汚染対処特措法が平
成24年1月1日に全面施行されたことに伴い、福島県等
における除染や汚染廃棄物処理を推進するために「福
島環境再生事務所」を開所しました。
　また、福島県・環境省では、除染等に関する専門家
を市町村等の要請に応じて派遣するとともに、除染の
ボランティア活動等の関連情報の収集・発信を行う拠
点として、国、福島県、関係機関、関係団体等の連携
を図る「除染情報プラザ」を設置しました。平成24年1
月20日より電話及びメールで、除染等に関する専門家
の派遣要請の受付を開始しています。なお、これらの
専門家は、放射線に関する学会等の関係機関、関係団
体の御協力の下、有志のボランティアとして集まって
います。
加えて、環境省、厚生労働省及び福島県では、平成

23年12月以降、除染等の事業に関わる事業者・関係
機関の方々が、作業を適切かつ安全に行うための規則
に関する知識や基本的な知識を得て、各事業場におい
て作業管理に必要な特別教育・指導を実施していただ
くための講習会を、平成24年４月までに、各地で計60
回開催し、約13,000名が修了しています。

焼却施設の敷地外で、8,000Bq/kgを超える焼却灰を保管する例

鉄線柵

側溝

物流輸送用のパレット等

遮水シート等＋保護マット必要に応じて土嚢や、土を入れた
フレキシブルコンテナを設置

遮水シート等

出典：環境省「指定廃棄物等ガイドライン」（平成23年12月　第1版）一部改

指定廃棄物
保管場所
………

図2-4-4　指定廃棄物の保管の例
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4　低線量被ばくへの対処

（1）低線量被ばくのリスク管理に関する知見
等の整理・検討

　東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性
物質汚染対策においては、低線量被ばくのリスク管理
を適切に行っていくことが求められています。そこで、
国内外の科学的知見や評価の整理、現場の課題の抽出、
今後の対応の方向性の検討を行う場として、原発事故
の収束及び再発防止担当大臣の要請に基づき、放射性
物質汚染対策顧問会議の下で「低線量被ばくのリスク
管理に関するワーキンググループ」が開催されました。
低線量被ばくの影響について、国内、国外から相反す
る意見を含めて幅広い意見を有する専門家を含め有識
者に参集いただき、政府関係者も積極的に参加して公
開で議論が行われました。
　同ワーキンググループでは、以下の3つの課題につ
いて全8回の議論が行われ、平成23年12月22日に見解
をまとめた報告書が出されました。その概要は以下の
とおりです。

ア）避難指示の基準である年間20ミリシーベル
トという低線量被ばくの健康影響

　国際的にも信頼性の高い疫学調査の結果によると、
100ミリシーベルト以下の被ばく線量では、発がんリ
スクの明らかな増加を証明することは難しいとされて
います。これは、放射線による発がんの影響が、ほか
の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど
小さいためであり、現時点では、疫学調査以外の科学
的手法によっても、人のリスクを明らかにするにはい
たっていません。
　しかし、放射線防護の観点からは、健康への影響が
科学的に証明されていない100ミリシーベルト以下の
低線量被ばくであっても、被ばく線量に対して直線的
にリスクが増加するという安全サイドに立った考え方
に基づき、被ばくによるリスクを減らすための措置を
採用するべきであるとされています。
　避難指示の基準である年間20ミリシーベルトという
低線量被ばくの健康影響は、これを自発的に選択でき
るほかのリスク要因による健康影響と単純に比較する
ことは必ずしも適切ではないものの、リスクの程度を
理解するために比べると、ほかの発がん要因（例えば
喫煙、肥満、野菜不足等）と比べても十分低い水準です。
また放射線防護の観点からは、除染や食品の安全管理
等によって十分にリスクを回避できると評価されます。
こうしたことから、年間20ミリシーベルトという数値
は、今後より一層の線量低減を目指すに当たってのス
タートラインとして適切であると考えられます。

イ）子どもや妊婦への配慮事項

　100ミリシーベルトを超える被ばくでは、子どもは、
成人よりも放射線による発がんのリスクが高いことが
分かっている一方で、100ミリシーベルト以下の低線
量被ばくでは、成人の場合と同様に、発がんリスクの
明らかな増加を証明することは難しいとされています。
しかし、100ミリシーベルト以下の低線量被ばくであ
っても、住民の方々の大きな不安を考慮に入れて、子
どもや妊婦に対して優先的に取り組むことが重要であ
ると考えられます。
　なお、子どもは放射線を避けることに伴うストレス
等に対する影響について感受性が高いと考えられるた
め、きめ細かな対応策を実施することが重要です。

ウ）リスクコミュニケーションのあり方

　リスクコミュニケーションでは、これまでに得られ
ている科学的知見を検討し、福島の状況に即したリス
ク評価を理解され易いかたちで、地域住民に提示する
ことが重要です。その結果として、住民の方々が、放
射線・放射能についての正しい知識に基づいた自主的
な対応ができるようになることが必要です。
　また、長期的かつ効果的な放射線防護や健康管理の
取組を実施するためには、住民が主体的に参加するこ
とが不可欠です。このため、政府は各個人が自ら情報
を得る手段を提供し、住民の方々がそれにより自身の
状況を理解し、評価できるようにするとともに、復旧・
復興に向けて主体的、持続的に取り組める環境を整え
ることが重要です。
　さらに、政府や専門家が、直接住民の方々と対話し、
コミュニケーションをとって、分かりやすく情報を提
供することで、全員が同じ目線に立って、被ばく線量
の低減対策や健康管理対策を実施することができます。

（2）福島県における県民健康管理調査等

福島県では、全県民を対象に中長期的な健康管理を
行うため「県民健康管理調査」を実施し、被ばく線量の
把握、震災時に18歳以下であった全県民に甲状腺超音
波検査や健康状態を把握するための健康診査等を行っ
ています。国は、こうした取組が円滑に行われるよう、
財政的・技術的な支援を行っているところです。また、
放射線についての正確な知識を深め、低線量被ばくに
よる人体への健康影響その他放射線の人体への影響等
に関する国民の理解を促すための広報、教育その他の
取組を進めていきます。さらに、原子放射線の影響に関
する国連科学委員会（UNSCEAR）、国際放射線防護委
員会（ICRP）等の国際研究機関と連携を図りつつ、放射
線の人の健康への影響に関する調査研究を実施します。
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第5節　原子力安全規制の転換点を迎えて

1　東日本大震災に伴う原子力災害を受けて

これまで、原子力発電所は、経済成長を支えるエネ
ルギー源、また、温室効果ガスを排出しない電源とし
ても期待されてきました。東日本大震災以前において
は、環境問題と原子力災害との関係については、現実
的な政策上の課題として取り上げられることが少なか
ったと考えることができます。
これに関して、東京電力福島第一原子力発電所の事

故によって、原子力発電所が深刻な原子力災害の際に
もたらす甚大な環境問題の側面がクローズアップされ、
放射性物質による環境汚染は最大の環境問題として取
り上げられるに至っています。また、原子力政策を含
むエネルギー政策全体についての議論も広く行われる
こととなりました。たとえば、環境白書においては、
震災前までは原子力発電の活用について安全確保を大
前提にすすめることと記述されていましたが、震災後
の平成23年版環境白書においては、事故原因について
徹底的な検証を踏まえつつ、原子力政策を含むエネル
ギー政策全体についての議論が必要であるとされまし
た。
原子力発電所の安全対策については、ひとたび事故

が発生すれば深刻な環境汚染を生じさせ得るものであ
ることから、そのリスクをどのように考えるかという
ことが重要な観点の一つになります。東日本大震災に
よって、自然災害や津波の想定といった事故の要因に
関するリスクの許容限度のとらえ方に関して、確率論
的なリスクを評価して意思決定をすることの難しさが
浮き彫りになったということが挙げられます。原子力
事故に伴う環境汚染のリスクに加え、放射性物質の環
境中への放出によって周辺住民が避難を余儀なくされ
る等の社会的なリスク、電力需給の逼迫に伴う生産活

動へのダメージ等の経済的なリスク、低線量被ばくに
関する健康リスク等、様々な側面のリスクの課題も生
じています。
これらのリスクの評価には一定の難しさがあります。

そのリスクと正面から向き合っていくためには、重大
な事故に至るリスクの許容限度について、広く開かれ
た透明性の高い議論を経て決定されるなどの工夫が考
えられます。また、リスクに関しては、多様な分野の
専門家や民間団体、住民等によってとらえ方が異なる
ことを踏まえて、リスク情報を提示し、政策決定者や
国民が合理的な選択を行うことができるような透明性
の高いリスクコミュニケーションを行うことなどが考
えられます。これに加え、科学的な知識を用いて現状
を認識し、判断をすることができる科学リテラシーの
醸成も重要です。
また、シビアアクシデントを回避し、施設の安全性

を高めようとすることは不断の努力で行われるべきも
のであって、社会的議論を踏まえつつ、最新の科学的
な知見でリスクを評価し直し、既存の施設に改良を加
えることは当然に必要なことであると言えます。
自然災害や事故は起こり得るものであり、絶対的な

安全というものが存在しないということを謙虚に受け
止めることが重要です。もとより、原子力関連施設に
おいては重大な事故は発生してはなりませんが、事故
のすぐ先には、放射性物質による環境汚染、人の健康
へのリスク、避難に伴う生活基盤の喪失、電力需給の
逼迫という、環境・社会・経済に対して取り返しのつ
かない深刻な問題が生じ得るのだという責任と緊張感
が、原子力規制行政には真に求められると考えられま
す。

2　原子力安全規制の転換に向けた議論

平成23年6月に公表された「原子力安全に関する
IAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書」において
も指摘されているように、東日本大震災以前まで、我
が国の原子力の規制や監視に関し、その第一義的責任
の所在が不明確でした。また、後述する原子力事故再
発防止顧問会議提言（平成23年12月13日）においては、
「原子力安全行政に対する国民の信頼は地に堕ちた」
「政府及び事業者の双方において、安全対策の有効性
に対する過信・慢心があり、放射性物質を大量に放出
する過酷事故を防ぐことができず、多くの人々のくら
しとコミュニティを破壊してしまった」といった指摘
がなされ、「政府は、このような事態の再発防止を最

重要の使命とする原子力安全規制体系を速やかに再構
築しなければならない」とされています。��
政府においては、「原子力安全規制に関する組織等

の改革の基本方針」（平成23年8月15日閣議決定。以下、
この項において「基本方針」といいます。）を公表しまし
た。その中で、「当面の安全規制組織の見直しの方針」
として「規制と利用の分離」、「原子力安全規制に係る
関係業務の一元化」、「危機管理」、「官民を問わず、質
の高い人材の確保」、「規制の在り方や関係制度の見直
し」という5つの見直しの方針や、新組織を設置するた
めの必要な法律案の立案等の準備を平成24年4月を目
指して行うこと、東京電力福島第一原子力発電所にお
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ける事故調査・検証委員会による組織の在り方に係る
検証結果等が示された場合は柔軟に対応する旨が盛り
込まれました。さらに、中長期的な原子力政策及びエ
ネルギー政策の見直しや事故調査・検証委員会による
検証の結果を含めてより広範な検討を進め、新組織が
担うべき業務の在り方やより実効的で強力な安全規制
組織の在り方について、平成24年末を目途に成案を得
ることとされました。
さらに、基本方針を基に、原子力安全規制に関する

組織のあり方、原子力安全規制強化のあり方等につい
て検討するため、原発事故の収束及び再発防止担当大
臣が当該分野に関する専門的知見を有する者に参集を
求め、意見を聞くことを目的として、原子力事故再発
防止顧問会議が開催されました。平成23年10月4日か
ら12月2日にかけて4回開催され、「原子力事故再発防
止顧問会議提言」がとりまとめられました。この中で、
①「規制と利用の分離」、②「一元化」、③「危機管理」、
④「人材の育成」、⑤「新安全規制」、⑥「透明性」、⑦「国
際性」の7つの原則に基づいて原子力安全規制組織等の
改革を進めていくべきであるとされました。
これらの議論を踏まえ、「原子力の安全の確保に関

する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の
一部を改正する法律（案）」及び「原子力安全調査委員会
設置法（案）」が1月31日に閣議決定され、国会に提出さ
れました。
当該法案では、損なわれた信頼を回復し、原子力の

安全に関する行政の機能の強化を図るべく、原子力安
全・保安院の原子力安全規制部門を経済産業省から分
離するなど「規制と利用の分離」を徹底し、原子力の安

全の確保に関する事務を一元化するなど関係する組織
を再編するとともに、事故発生時における迅速な対応
を確保するための新たな原子力安全規制組織の体制を
構築することとしています。
また、原子力基本法を改正し、原子力利用における

安全の確保は、国際的な動向を踏まえつつ、放射線に
よる有害な影響から人の健康及び環境を保護すること
を目的として行うことを、原子力利用の基本方針とす
るとともに、環境基本法等を改正し、従来、環境基本
法の適用除外とされていた放射性物質による大気の汚
染等の防止のための措置について、環境基本法の適用
の対象とすることとしています。
さらに、原子力の安全の確保に関する規制その他の

制度の見直しを行うために、核原料物質、核燃料物質
及び原子炉の規制に関する法律について、最新の知見
を踏まえた基準に許可済みの原子力施設を適合させる
制度への転換、重大事故対策の強化及び運転期間の制
限等を行うとともに、電気事業法との関係を整理し、
発電用原子炉施設の安全規制体系を見直すこととして
います。原子力災害対策特別措置法については、原子
力災害の予防対策を充実させ、原子力緊急事態が発生
した場合に設置する原子力災害対策本部を強化すると
ともに、原子力緊急事態が解除された後においても事
後対策を確実に実施できるようにすることとしていま
す。
現在国会では、原子力安全規制に関する組織及び制

度の強化に向けて、様々な観点から議論が行われてい
ます（平成24年5月16日現在）。

61

第
第
第
　東
日
本
大
震
災
及
び
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
へ
の
対
応


