
（１）被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点
　　から選定する地点。

　　①   避難所、仮設住宅等の周辺（避難所、仮設住宅、授業が行
         われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選
         定する）
　　②   被災自治体において、環境省が毎年実施している地点
（２）アスベストの飛散防止の観点から選定する地点。

　　①   倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト
　　　含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）で、
　　　「解体・改修中の現場」

　　②   倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト
　　　含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等）

　　③   破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場
　　④   その他（測定の必要があると自治体が判断した地点）

（３）第2 次モニタリング調査で石綿繊維数濃度が１[f/L]を
      超過した地点。

都道府県Ｎｏ. 地点No.
01 1 青森県 八戸市 学校 （１）① 津波被害有り
01 2 青森県 八戸市 被災建築物周辺 （２）④
02 1 岩手県 陸前高田市 仮設住宅 （１）①
02 2 岩手県 大船渡市 公共施設 （２）④
02 3 岩手県 大船渡市 がれき置き場 （２）③
02 4 岩手県 大船渡市 がれき置き場 （２）③
02 5 岩手県 陸前高田市 がれき置き場 （２）③
02 6 岩手県 陸前高田市 がれき置き場 （２）③
02 7 岩手県 釜石市 仮設住宅 （１）①
02 8 岩手県 大槌町 公共施設 （２）④ 第2次で調査した中央公民館避難所隣
02 9 岩手県 釜石市 がれき置き場 （２）③
02 10 岩手県 釜石市 がれき置き場 （２）③
02 11 岩手県 大槌町 がれき置き場 （２）③
02 12 岩手県 大槌町 がれき置き場 （３） （２）③
02 13 岩手県 宮古市 被災建築物周辺 （２）④
02 14 岩手県 山田町 被災建築物周辺 （２）④
02 15 岩手県 山田町 がれき置き場 （２）③
02 16 岩手県 宮古市 がれき置き場 （２）③
02 17 岩手県 宮古市 がれき置き場 （３） （２）③
02 18 岩手県 田畑村 がれき置き場 （２）③
02 19 岩手県 久慈市 公共施設 （２）④
02 20 岩手県 九戸郡野田村 公共施設 （２）④
02 21 岩手県 野田村 学校 （１）① 授業が行われている学校等の周辺
02 22 岩手県 久慈市 がれき置き場 （２）③
02 23 岩手県 久慈市 がれき置き場 （２）③

調査地点分類

アスベスト大気濃度調査（第3次モニタリング）　地点（案）一覧

備考市町村名
整理番号

県名

調査地点分類について

第4回東日本大震災における
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都道府県Ｎｏ. 地点No.
調査地点分類 備考市町村名

整理番号
県名

02 24 岩手県 野田村 がれき置き場 （２）③
02 25 岩手県 野田村 がれき置き場 （２）③
02 26 岩手県 遠野市 遠野市蛇紋岩採石場 （１）② 環境省が毎年実施している地点
02 27 岩手県 盛岡市 国道４号線盛岡バイパス （１）② 環境省が毎年実施している地点
02 28 岩手県 盛岡市 盛岡市住宅地域 （１）② 環境省が毎年実施している地点
02 29 岩手県 釜石市 釜石市住宅地域 （１）② 環境省が毎年実施している地点
03 1 宮城県 塩竈市 避難所・住宅地 （１）①
03 2 宮城県 石巻市 避難所・住宅地 （１）①
03 3 宮城県 仙台市 学校 （１）① 授業が行われている学校等の周辺，津波被害あり
03 4 宮城県 仙台市 学校 （１）① 授業が行われている学校等の周辺
03 5 宮城県 七ヶ浜町 解体現場 （２）①
03 6 宮城県 仙台市 がれき置き場 （２）③ 津波被害あり
03 7 宮城県 仙台市 がれき置き場 （２）③ 津波被害あり
03 8 宮城県 仙台市 がれき置き場 （２）③ 津波被害あり
03 9 宮城県 山元町 がれき置き場 （２）③ 津波被害あり
03 10 宮城県 亘理町 がれき置き場 （２）③ 津波被害あり
03 11 宮城県 名取市 がれき置き場 （２）③ 津波被害あり
03 12 宮城県 岩沼市 住宅地 （１）① 津波被害が甚大な地区近傍の住宅地
03 13 宮城県 七ヶ浜町 住宅地 （１）① 津波被害が甚大な地区近傍の住宅地
03 14 宮城県 塩竈市 住宅地 （１）① 津波被害が甚大な地区近傍の住宅地
03 15 宮城県 松島町 住宅地 （１）① 津波被害が甚大な地区で，若干の住民
03 16 宮城県 東松島市 住宅地 （１）① 津波被害が甚大な地区近傍の住宅地
03 17 宮城県 石巻市 仮設住宅 （１）① 津波被害が甚大な地区で，仮設住宅
03 18 宮城県 石巻市 住宅地 （１）① 津波被害が甚大な地区近傍の住宅地
03 19 宮城県 女川町 仮設住宅 （１）① 津波被害が甚大な地区で，仮設住宅
03 20 宮城県 南三陸町 避難所 （１）① 津波被害が甚大な地区の避難所
03 21 宮城県 気仙沼市 住宅地 （１）① 津波被害が甚大な地区近傍の住宅地
03 22 宮城県 気仙沼市 住宅地 （１）① 津波被害が甚大な地区近傍の住宅地
03 23 宮城県 仙台市 学校 （１）① がれき集積場に近くて授業を行っている
03 24 宮城県 仙台市 学校 （１）① がれき集積場に近くて授業を行っている
03 25 宮城県 仙台市 学校 （１）① がれき集積場に近くて授業を行っている
03 26 宮城県 仙台市 学校 （１）① がれき集積場に近くて授業を行っている
03 27 宮城県 仙台市 学校 （１）① がれき集積場に近くて授業を行っている
03 28 宮城県 仙台市 学校 （１）① がれき集積場に近くて授業を行っている
03 29 宮城県 石巻市 公共施設 （２）④ 津波被害が甚大な地区
03 30 宮城県 石巻市 公共施設 （２）④ 津波被害が甚大な地区
03 31 宮城県 遠田郡 国設篦岳局 （１）② 環境省が毎年実施している地点
04 1 山形県 米沢市 国道12号線 （１）② 環境省が毎年実施している地点
04 2 山形県 米沢市 山形県立米沢女子短期大学 （１）② 環境省が毎年実施している地点
05 1 福島県 本宮市 被災建築物周辺 （２）④ 地震による全壊建築物周辺（アスベスト含有の有無不明）
05 2 福島県 新地町 がれきの集積場 （２）③ 津波被害あり
05 3 福島県 新地町 学校 （１）①
05 4 福島県 新地町 学校 （１）①
05 5 福島県 相馬市 がれきの集積場 （２）③ 津波被害あり
05 6 福島県 相馬市 学校 （１）①
05 7 福島県 相馬市 学校 （１）①
05 8 福島県 相馬市 病院 （１）①
05 9 福島県 南相馬市 がれきの集積場 （２）③ 津波被害あり
05 10 福島県 南相馬市 がれきの集積場 （２）③ 津波被害あり
05 11 福島県 南相馬市 学校 （１）①
05 12 福島県 広野町 がれきの集積場 （２）③ 津波被害あり
05 13 いわき市 いわき市 がれき処理現場 （２）③ 津波被害あり
05 14 いわき市 いわき市 がれきの集積場 （２）③ 津波被害あり
05 15 いわき市 いわき市 仮設住宅 （１）①
05 16 いわき市 いわき市 がれき処理現場 （２）③ 津波被害あり
05 17 いわき市 いわき市 仮設住宅 （１）①
05 18 いわき市 いわき市 がれき処理現場 （２）③ 津波被害あり



都道府県Ｎｏ. 地点No.
調査地点分類 備考市町村名

整理番号
県名

05 19 福島県 いわき市 福島県いわき処分場保全センター （１）② 環境省が毎年実施している地点

05 20 福島県 いわき市
廃棄物処分場から799m離
れたバックグラウンド地域

（１）② 環境省が毎年実施している地点

06 1 茨城県 北茨城市 学校 （１）①
08 1 千葉県 旭市 仮設住宅 （１）①
08 2 千葉県 旭市 がれきの集積場 （２）③
08 3 千葉県 旭市 がれきの集積場 （２）③
08 4 千葉県 旭市 がれきの集積場 （２）③
08 5 千葉県 旭市 がれきの集積場 （２）③
08 6 千葉県 旭市 がれきの集積場 （２）③

合計地点数 備考
（１）① 35
（１）② 9
（２）① 1
（２）② 0
（２）③ 34
（２）④ 10
（３） 2
合計 91


