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１． 受入れの必要性について
Q１-１
被災地（石巻市）ですべて処理できないのか。被災地に焼却炉を数多く建設す
れば、現地での処理が可能ではないか。
Ａ１-１ 本市の災害廃棄物の受入れは、国や被災地からの要請に基づき進めている。受
入対象である石巻市の災害廃棄物の処理については、宮城県の災害廃棄物処理計
画に基づき行われている。
宮城県でも、地元での処理を推進するため、リサイクルの推進や破砕・選別施
設、仮設焼却炉の建設を進め、一部は稼動している。これらの施設を利用しても、
平成 26 年 3 月の期限内に処理が完了せず、広域処理を要請している。

Q１-２ 放射性物質の処理は封じ込めが鉄則であり、広域処理で拡散するのは間違って
いる。
Ａ１-２ 災害廃棄物の広域処理は、被災地で期限内に処理できないもののうち、処理の
過程で健康に影響を及ぼさないという安全性が確認されたものを対象としている。
北九州市でも放射能に関する専門家も参加した検討会において、市民の安全・安
心について慎重に検討し、処理に関する安全性が確認された。このような広域処
理の支援は、被災地の復興には必要不可欠であると考えている。
本市が受け入れている災害廃棄物は、放射性セシウムの濃度が１キログラム当
たり 100 ベクレル以下のものであり、放射性物質に汚染されたものとして取り扱
う必要がないことから、そもそも「封じ込め」の対象となるものではない。

Q１-３ 災害廃棄物の処理は、時間をかけ被災地で処理すれば、雇用の確保にもつなが
るのではないか。
Ａ１-３ 本市の災害廃棄物の受入れは、国や被災地である宮城県からの要請に基づくも
のである。被災地では、依然として膨大な量の災害廃棄物があり、被災地だけで
は早期に処理することができないと聞いている。被災地の早期復興による様々な
雇用の確保のためにも、広域処理は必要であると考える。
※石巻市災害廃棄物担当課長のコメント
「災害廃棄物の処理という短期間の業務ではなく、本格的な復興事業の中で長期
的な雇用を生み出すことが求められているが、現状では、産業復興の遅れによ
る雇用減で、若い世代が市外へ流出している。」
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Q１-４ わざわざ九州まで運搬して処理するのは、コストやエネルギーの無駄ではない
か。
Ａ１-４ 今回、受入を行う災害廃棄物は、クリアランスレベル以下の一般廃棄物（放射
性物質に汚染されているものとして取り扱う必要のないもの）であることから、
船舶による大量輸送により運搬コストを抑えることが可能である。
さらに、 ・既存の焼却施設の余力を活用できる（新たな設備投資が不要）
・焼却処理時の発電によりエネルギー回収が可能
などのメリットもある。

Q１-５ 阪神大震災のときは、広域処理がほとんどなかったのに、なぜ、今回は必要と
なるのか。
Ａ１-５ 阪神・淡路大震災で生じた災害廃棄物は、都市部での直下型地震であったため、
コンクリートなどの再利用や直接埋立できる性状のものが多かったこと、また、
大阪湾フェニックス処分場での埋立や当時整備中であったポートアイランドの整
備工事などに迅速に利用することが可能であったと聞いており、今回とは状況が
異なっている。なお、兵庫県で発生した可燃性の災害廃棄物のうち約 14%は県外で
焼却され、埋め立てられている。

Q１-６ 宮城県知事は、コストを踏まえて広域処理を要請するといっているが、本当に
北九州市に処理してほしいと思っているのか。
Ａ１-６ 本市への具体的な要請は、本年 3 月 25 日に細野環境大臣から、最も被害が大き
い石巻ブロックを支援して欲しいとの要請が直接あった。また、本市副市長が被
災地を訪問した際、4 月 4 日に宮城県副知事から、翌 4 月 5 日に石巻市長から直接
支援の要請を受けている。
5 月 7 日には、電話ではあるが、村井宮城県知事から北橋北九州市長に対し、
災害廃棄物の受入について要請があり、さらに、災害廃棄物の推計量の見直しが
あった 5 月 21 日には、再度文書で受け入れについての要請があった。
さらに、6 月 10 日から 11 日にかけて、市長が宮城県を視察し、宮城県知事か
らは「平成 26 年 3 月の期限までに処理するには広域処理が必要」との見解が示さ
れ、石巻市長からは「受入は大変ありがたい。がれきの処理が進めば、住環境を
整えたい。」と伺っている。
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Q１-７ 岩手県岩泉町長は「10 年、20 年かけて地元で片付けたほうが地元に金が落ち、
雇用も発生する。土地はいっぱいあり困らないのに、税金を青天井に使って全国
に運び出す必要がどこにあるのか」と批判しているが、どう考えているのか。
Ａ１-７ それは岩泉町長の真意ではないと理解しているが、いずれにしろ被災地が望ん
でいないのであれば全国での広域処理の支援はたしかに不要である。今回の災害
廃棄物の受入れは、被災地からの要請に基づき行う。

Q１-８ 北九州市は金儲けのために受け入れるのか。広域処理の利権があるのではない
か。国からの補助金が目当てではないか。
Ａ１-８
北九州市は、被災地の一日も早い復興を願っており、その支援につながると考
え、今回、災害廃棄物の受入れを決定した。
その場合の経費は宮城県が国の補助金により負担するが、本市が国から直接補
助金を受けることはない。

Q１-９ 災害廃棄物の受入期間の平成 26 年 3 月までに処理が終わらない場合、継続す
るのか。
Ａ１-９ 国及び被災地の計画では平成 26 年 3 月までに処理を完了させる予定である。早
期の復興のためには、災害廃棄物の処理が急務であり、是非、全国の自治体が協
力して実現してほしいと考えている。

Q１-１０ 災害廃棄物の推計量が減少した。こちらに持ってこなくても処理ができるの
ではないか。
Ａ１-１０ 災害廃棄物の推計量の見直し（H24.5.21）により、宮城県における災害廃棄物
の発生量は大幅に減少しているが、依然として 127 万トンもの大量の広域処理が
必要とされている。東京都などで既に受入を実施しているが、そのほとんどは処
理先の目処が立っていない状況である。
本市の受入対象である石巻ブロックにおいても、依然として 73 万トンもの広域
処理が必要とされている。
このような状況から、災害廃棄物の推計量の見直しが行われた 5 月 21 日に、宮
城県知事から本市市長に対して、文書で「広域処理が必要な状況に変わりがない
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ことから、引き続き広域処理の具体化に向け、特段の配慮をお願いしたい。」との
要請がなされている。
本市としては、
「がれきの処理なくして真の復興はありえない」という考えから、
広域処理による被災地への協力は不可欠と考えている。

Q１-１１

被災地の災害廃棄物を利用し、防潮堤の建設を進めるべきではないか。

Ａ１-１１ 林野庁の「『みどりのきずな』再生プロジェクト」構想は、分別、無害化され
安全性が確認された災害廃棄物の再生資源を活用しながら、概ね 5 年で盛土等育
成基盤を造成し、その造成が完了した箇所から順次植栽を行い、概ね 10 年で植栽
を完了する計画である。早期処理が望まれている現状においては、現実的な利用
方法ではないと考えている。
この構想について宮城県の考え方をお聞きしたところ、『がれきをそのままの
状態でマウンド内等に埋設する想定となっているが、現行の法律ではできない（が
れきのままの状態で埋設すると、当該場所は最終処分場の扱いとなる）。そのため、
宮城県としては、コンクリート殻、津波堆積物等のがれき由来の再生資材の利用
先の一つとして想定している。今後、様々な課題がクリアされ、本格運用された
場合、再生資材としての木材等の活用の可能性もあるものの、広域処理でお願い
しようとしている可燃性廃棄物を埋設することはできないため、引き続き広域処
理を含めて、焼却処理が必要な状況である。』とのことであった。

Q１-１２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、放射性物質及びこれによって汚染さ
れたものは処理できないことになっており、北九州市が石巻市の災害廃棄物を受
け入れるのは法律違反ではないか。
Ａ１-１２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第１項では、同法の対象となる廃棄
物から「放射性物質及びこれによって汚染された物を除く」とされており、放射
性物質及びその汚染物は同法の適用を受けないことになっている。
しかし、平成 23 年 8 月 30 日に「平成 23 年 3 月 11 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」が公布され、環境大臣が指定する地域(※)以外
の汚染レベルの低い廃棄物の処理に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律の規定が適用されることになった。
宮城県石巻市は、環境大臣が指定する地域に該当しないため、本市が行う石巻
市の災害廃棄物の広域処理は、同法の適用を受けることとなる。
(※)環境大臣が指定する地域（平成 23 年 12 月 28 日環境省告示第 106 号）
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①東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域
②福島県葛尾村、浪江町、楢葉町、飯舘村、南相馬市の一部、川俣町の一部

Q１-１３ 宮城県が石巻市から処理を委託された災害廃棄物は、全量が共同企業体に処
理委託されている。北九州市が石巻市の災害廃棄物を受け入れれば、二重契約と
なり、宮城県は共同企業体に対し契約違反していることになるのではないか。
Ａ１-１３ 石巻地区の災害廃棄物の処理については、処理責任を有する石巻市や女川町な
どが、独自処理が困難であったため、宮城県に処理委託を行い、宮城県が共同企
業体に対して処理を委託しているものである。宮城県と共同企業体との委託契約
では、破砕や選別などの処理を行った上で、その処理後物を廃棄物の種類に応じ
た処理方法（焼却、埋立など）で、県内及び県外〔広域処理〕で処理することと
なっている。
今回の本市の広域処理は、共同企業体が破砕や選別などの処理を行った後の廃
棄物を対象として、宮城県と委託契約を締結しているものである。さらに宮城県
と共同企業体の委託契約には、当初から県外処理（広域処理）が規定されている。
したがって、本市での受入れが二重契約に該当することはない。
なお、宮城県からは、先般の災害廃棄物の処理量の見直しや広域処理による処
理方法の変更等に伴い、必要な委託契約の変更等を行っていると聞いており、委
託内容に応じた適正な処理費用となるものと考えている。
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２． 試験焼却について
Q２-１

試験焼却の結果をどう考えているのか。

Ａ２-１ 今回の試験焼却では、災害廃棄物、排ガス、飛灰、主灰、排水などの放射能濃
度の測定を行い、全ての放射能濃度が想定の範囲内という結果となった。
当該結果を踏まえ検討したところ、本市の手順どおりに災害廃棄物の処理が行う
ことで、安全に処理ができることを確認した。
【焼却の概要】
日明工場
焼却能力
試験焼却炉
災害廃棄物搬入日
災害廃棄物放射能濃度(Bq/kg)
災害廃棄物搬入量(t)
混合ごみ焼却量(t)
混合率(%)
試験焼却期間

新門司工場

600t/日（200t×3 炉）
720t/日（240t×3 炉）
1 号炉、3 号炉
1 号炉、3 号炉
5 月 23 日
5 月 24 日
8 [7.22~9.75] ※[ ]内は有効範囲を示す
34.64
44.57
346.38
448.00
10.0
9.9
5 月 23 日 12 時~24 日 14 時 5 月 24 日 12 時~25 日 12 時

【放射能濃度測定結果（日明工場）】
固体状

測定結果（※１）

管理目標（※２）

評価（※５）

① 主灰

検出下限値以下

100Ｂｑ/ｋｇ 以下 （※３）

良

② 飛灰 （薬剤処理前）

34Ｂｑ/ｋｇ

−

−

③ 飛灰 （薬剤処理後）

30Ｂｑ/ｋｇ

330Ｂｑ/ｋｇ 以下 （※３）

良

④ 汚泥

検出下限値以下

100Ｂｑ/ｋｇ 以下 （※３）

良

（バグフィルター前）

0.08Ｂｑ/ｍ３

−

−

（バグフィルター後）

検出下限値以下

（煙道）

検出下限値以下

不検出（検出下限値２Ｂｑ/ｍ３）（※４）

良

−

−

⑤
⑥
⑦

１号炉排ガス ３号炉排ガス

ガス状

測定箇所

３

（バグフィルター前）

0.26Ｂｑ/ｍ

（バグフィルター後）

検出下限値以下

（煙道）

検出下限値以下

不検出（検出下限値２Ｂｑ/ｍ３）（※４）

良

⑧ 洗煙系原水

検出下限値以下

10Ｂｑ／Ｌ 以下 （※３）

良

⑨ 灰貯留槽原水

検出下限値以下

⑩ 処理水

検出下限値以下

（飲料水の放射性セシウムの 良
新基準値）
良

⑤
⑥
液状

⑦

※１…測定結果欄中の検出下限値は次に示す範囲（固体状： 6〜8Bq/kg、ガス状：0.04〜0.63Bq/m3、液状：5Bq/L）
※２…市民の安心を得るための目安として設定した数値
※３…セシウム 134 及びセシウム 137 の合計
※４…放射性物質濃度等測定方法ガイドラインに示されたセシウム 134、137 のそれぞれの検出下限値
※５…評価欄中の『良』とは管理目標内であることを表す。
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【放射能濃度測定結果（新門司工場）】
測定場所

測定結果（※１）

管理目標（※２）

評価（※５）

①

飛灰（薬剤処理前）

7Ｂｑ/ｋｇ

−

−

体

②

飛灰（ 〃

19Ｂｑ/ｋｇ

３３０Ｂｑ/ｋｇ以下（※３）

良

状

③

溶融スラグ

検出下限値以下

１００Ｂｑ/ｋｇ以下（※３）

良

④

溶融メタル

検出下限値以下

ガ

⑤

ス

⑥

状

⑦
⑤
⑥
⑦

１号 炉排ガ ス ３ 号炉排 ガス

固

後）

(バグフィルター前)

0.08Ｂｑ/ｍ

３

良
−

−

(バグフィルター後） 検出下限値以下

（煙道）

検出下限値以下

(バグフィルター前） 0.08Ｂｑ/ｍ３
(バグフィルター後)

検出下限値以下

（煙道）

検出下限値以下

不検出（検出下限値 ２Ｂq/ｍ３）(※４） 良

−

−

不検出（検出下限値 ２Ｂq/ｍ３）（※４） 良

※１…測定結果欄中の検出下限値は次に示す範囲（固体状：4〜7Bq/kg、ガス状：0.04〜0.79Bq/m3）
※２…市民の安心を得るための目安として設定した数値
※３…セシウム 134 及びセシウム 137 の合計
※４…放射性物質濃度等測定方法ガイドラインに示されたセシウム１３４、１３７のそれぞれの検出下限値
※５…評価欄中の『良』とは管理目標内であることを表す。

Q２-２

受入れ対象物は、あえて放射能濃度の低いものを持ってきたのではないか。

Ａ２-２ 今回の受入れ対象物は、石巻市の川口町にある一次仮置き場で保管されていた
災害廃棄物を、二次仮置き場で木くずを中心とした可燃物として破砕・選別した
ものであり、放射能濃度が低いものを選んだものではない。
石巻市の災害廃棄物は、一部に本市の受入れ基準である放射性セシウム濃度が
100Bq/kg を超える物があるが、概ね基準を満たすものである。さらに、本市が受
け入れる場合には、1 日に 2 回、放射能濃度を確認した上で、受け入れることと
しており、市民の皆さんに安心していただけるものと考えている。

Q２-３ 放射能濃度が低い災害廃棄物で試験焼却しても、処理の安全性を確認したこと
にならないのではないか。（低い放射能濃度で試験焼却といえるのか。）
Ａ２-３ 現在、明らかとなっている測定結果では、全て管理目標を下回るとともに、想
定していた範囲内であったことから、今回の試験焼却により、安全性が十分確認
できたと考えている。
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Q２-４ 今回、試験焼却で受け入れた災害廃棄物には、異物が多く含まれていたようだ
が、「木くずを中心とした可燃物」といえるのか。
Ａ２-４ 宮城県が実施した組成分析によると、二次仮置場における破砕・選別後の北九
州市へ搬送する可燃物の内訳は、木質 75.2%、プラスチック 10.1%、繊維類 7.0%、
紙類 1.0%、わら（畳）0.7%、不燃物 1.3%等となっている。

Q２-５ ごみ焼却施設での放射性物質の収支が明らかにされていないが、どう考えてい
るのか。
Ａ２-５ ごみ焼却施設において、災害廃棄物に含まれている放射性物質の収支を実測し
て把握するためには、サンプリングの頻度や量、検出精度のアップ、検出下限値
の低減など大掛かりな措置が必要となる。
一方、今回の試験焼却は、災害廃棄物の焼却に関する安全性等を確認すること
が目的であったため、そのような措置は講じていない。
安全性確保の観点からは、高性能な排ガス処理設備であるバグフィルターの前
後で、排ガスを採取して、放射能濃度を分析し、さらに煙突出口でも放射能濃度
を測定した。その結果から、バグフィルターは両工場とも想定どおり正常に機能
しており、煙突から放射性セシウムが排出されておらず、安全に処理できている
ことを確認した。
焼却に関する安全性の評価方法としては、まず、環境中への放出がないことを
確認すべきであり、そのためには、煙突からの排出の有無を調べることが合理的
である。逆に放射性物質の収支（災害廃棄物に含まれていた量と飛灰に含まれて
いる量の比較）を実測して把握するためには、いたずらに大掛かりな措置を講ず
る必要が生じるため、適当ではないと考えている。
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(参考)放射性セシウムの物質収支試算
災害廃棄物の放射能濃度の測定値が低く、有効数字を勘案すれば、放射能総量を正
確に表すものではないが、あえて測定値を使って物質収支を推計すると、以下のとお
り、放射性セシウムは、主灰又はスラグ・メタルに移行したものと考えられる。
排ガス中の放射性セシウム濃度は検出下限値未満であり、また、排ガスの煙突出口に
おける「ばいじん（飛灰）
」の調査からバグフィルターは両工場とも正常に稼動していた
ことを確認している。このため、放射性セシウムが煙突から排出されたとは考えられない。
したがって、災害廃棄物に含まれていたセシウム総量と、飛灰に含まれているセシウ
ム総量の差は、主灰又はスラグ･メタルに移行したと考えることが妥当である。セシウム
が主灰及びスラグ･メタルに含まれているとした場合の濃度は、下表のとおりであり、検
出下限値と比較して著しく小さい値である。
また、主灰の計算上の濃度は、0.77Bq/kg と極めて低く、福岡市の原発事故前の
2005-2007 年度の土壌の Cs-137 濃度 0.77〜1.6Bq/kg と比較しても同程度以下であり、一
般の土壌レベルかそれ以下である。このため、主灰の通常の処理方法で問題ない。
同様にスラグ･メタルについても計算上の濃度が 0.15Bq/kg と、クリアランスレベルの
100Bq/kg より著しく低く、リサイクルしても何ら問題ない。
なお、両工場のセシウム総量の差の合計 4.6 万 Bq の質量は、セシウム 134 と 137 が同
程度含まれていることから、0.0000000076ｇ（0.0076 マイクロｇ）である。
物質収支の試算
工場
（試験日）
日明工場
（5 月 23 日
〜24 日）

新門司工場
（5 月 24 日
〜25 日）

項目

災害
廃棄物

飛灰

差分

質量

34.64t

7.97t

主灰:49.18ｔ

放射能濃度

8Bq/kg

30Bq/kg

0.77Bq/kg※1

放射能総量
(％)

27.7 万 Bq
（100%）

23.9 万 Bq
（86.2%）

質量

44.57t

18.37t

3.8 万 Bq
（13.7%）
スラグ 43t､メタ
ル:6.28t、計:49.28ｔ

濃度

8Bq/kg

19Bq/kg

スラグ 0.15Bq/kg
メタル 0.15Bq/kg※2

35.7 万 Bq
（100%）

34.9 万 Bq
（97.8%）

0.8 万 Bq
（2.2%）

放射能総量
（％）

※１：放射能総量を主灰の質量で按分して算出
※２：放射能総量をスラグとメタルの質量の合計で按分して算出
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主灰、スラグ･メタル
の検出下限値
―
５Bq/kg
―
―
スラグ:７Bq/kg
メタル:４Bq/kg
―

３． 受入対象物について
Q３-１

石巻市も放射能で汚染されているのではないか。

Ａ３-１ 石巻市内の放射線量は、平成 24 年 4 月 5 日に現地の一次仮置き場で暫定的に調
べた時も 0.02〜0.07μSv/ｈ程度で、本市と同程度か、若干低いレベルであった。
災害廃棄物の放射能濃度については、ほとんどが 100Bq/kg 以下の「放射性物質
に汚染されたものとして扱う必要のないもの」となっている。

【石巻市と本市の放射線量の比較】

【石巻市の仮置場における放射能濃度の測定結果】
測定結果（㏃／㎏）
試料採取場所

放射性セシウム
134

雲雀野ヤード
：一次仮置場
（石巻市雲雀野町内）
雲雀野ヤード
：二次仮置場
（石巻市雲雀野町内）
川口町
（石巻市川口町内）
山鳥駐車場
（石巻市鮎川浜地内）
雄勝中学校
（石巻市雄勝町内）

137

Cs

Cs

134

Cs +137Cs

ND

5.0

5.0

（3.6）

（4.8）

-

12

12

24

（6.7）

（9.5）

-

11

15

26

（9.9）

（8.9）

-

72

97

169

（7.7）

（7.2）

-

14

14

28

（6.3）

（5.3）

-

試料採取日：平成２４年４月１０日
測定日：平成２４年４月１６日・１７日
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※試料は、木くずを中心と
した可燃物
※ゲルマニウム半導体検
出器で測定
※ＮＤとは、検出下限値未
満であることを示す。
※（

）は、検出下限値

Q３-２ 受け入れ対象物を 100Bq／kg 以下としているが、その確認はどうやるのか。全
量検査はしなくていいのか。
Ａ３-２ 広域処理にかかる放射能の検査としては、環境省が、一次保管場所で放射能濃
度を測定し、二次選別施設から搬出する際に放射線量で管理することを広域処理
ガイドラインで示している。
北九州市の今回の受入計画では、1 日に 2 回、
放射能濃度の測定を行い、100Bq/kg
を下回ることを確認し、災害廃棄物を搬入するコンテナごとに放射線量の測定を
行うこととしている。これは、測定頻度を高めることで、市民の安心感の確保に
配慮することとしたものである。

Q３-３ 石巻市は、除染が必要な「汚染状況重点調査地域」なので、石巻市から受け入
れるがれきも放射性物質で汚染されているのではないか。
Ａ３-３ 「汚染状況重点調査地域」とは、放射性物質汚染対処特措法に基づき、放射線
量が 0.23μSv/h 以上の地域を含む市町村を、環境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、環境大臣が指定しているものである。
石巻市は、平成 23 年 12 月 28 日にこの指定を受けている。ただし、この指定は、
市町村単位で行うこととされているため、指定されたからといって、市町村の全
域で放射線量が高いことを示すものではない。現に、本市が石巻市で災害廃棄物
の保管状況を調査した際、併せて放射線量も測定したが、0.02〜0.07μSv/h 程度
で、本市と同程度か若干低いレベルであった。
また、災害廃棄物の受け入れにあたり 100Bq/kg を下回ることを条件としている
ことから、これを確実に守るため 1 日に 2 回、放射能濃度の測定を行って確認し、
さらに、災害廃棄物を搬入するコンテナごとに放射線量の測定を行うこととして
いる。これにより、放射性物質に汚染されたものとして取り扱うべき災害廃棄物
を受け入れることは無い。
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４． 運搬について
Q４-１

どのような方法で北九州市に運んでいるのか。そのコストはどれくらいか。

Ａ４-１ 石巻市からは廃棄物の飛散防止や取り扱いやすさを考慮し、20 フィートコンテ
ナで搬送される。
運搬方法は、仙台塩釜港から北九州港（太刀浦コンテナターミナル）までコン
テナ専用船で運搬される。コストは１トンあたり約 50,000 円と聞いている。

Q４-２

運搬中に、沿線、沿道の人々が被ばくすることはないのか。

Ａ４-２ 災害廃棄物については、一般の廃棄物として取り扱うことができる 100Bq/kg 以
下のものを運搬するため、運搬中に周囲に影響を及ぼすことはない。
また、焼却灰（飛灰）については、最大で 330Bq/kg となる可能性があるものの、
最も影響を受けることになる運搬作業者への影響が、一般公衆の年間線量限度で
ある 1mSv/年を大きく下回る。（0.01mSv/年※）このため、沿線、沿道の人々に影
響することはない。
※環境省「災害廃棄物の広域処理について」平成 24 年 1 月 11 日改訂版
別添 3「災害廃棄物等の処理・処分のシナリオに対する線量評価結果の整理」により算出

Q４-３ 石巻市から北九州市へ運搬する際に、測定した対象物をどのように管理するの
か。
Ａ４-３ 運送中に他の廃棄物と混合したり、紛失したりしないように、搬送用のコンテ
ナごとにバーコードタグ（認識用の荷札）をつけて、保管場所に搬入するまでの
情報を管理する。

Q４-４

北九州市までの輸送費用はどこが負担するのか。

Ａ４-４

石巻市から本市の保管施設までの輸送費用は、宮城県が負担する。
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５． 焼却処理について
Q５-１

北九州市が示した受入処理能力

39,500t の根拠は。

Ａ５-１ 市内 3 焼却工場の今後（平成 24 年から数年間）の整備･保守･修繕工事などを考
慮した「最大処理可能量」から「年間処理予定量」を除いた量を受入処理能力と
したものである。
なお、平成 24 年度は、9 月から処理を開始したので、最大で約 23,000t の受入
量となった。来年度の受け入れ量は、現地の状況を見ながら、国、宮城県と協議
して決定することになる。
最大処理可能量（487,200ｔ：工場の稼働率等を加味して試算）
年間処理予定量（447,700ｔ：H22 年度処理実績(北九州の環境より)）
受入処理能力（487,200ｔ−447,700ｔ＝39,500ｔ）

Q５-２

3 つの工場に広げるのではなく、１つの工場で処理すべきではないか。

Ａ５-２ 市内で発生する家庭ごみ等の一般ごみの収集運搬・焼却処理への影響をできる
限り少なくするため、3 つの工場で処理することとした。

Q５-３ 39,500t の災害廃棄物を受け入れて焼却処理した場合に発生する焼却灰の量
は、埋立処分容量に影響を与えないのか。
Ａ５-３ 年間約 40,000t の災害廃棄物の焼却により発生する焼却灰は、主灰、飛灰合計
で約 5,730t となる。
現在、響灘西地区廃棄物処分場では、年間約 27 万トン埋立処分を行っており、
約 5,730t 増加（約 2.1％増）することについては、やむを得ないものと考えてい
る。
・飛灰：約 3%で
・主灰：約 17％で
・飛灰、主灰合計で

約 1,200t
約 4,530t (日明と皇后崎工場のみ)
約 5,730t
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Q５-４ バグフィルターではセシウムを除去できないと聞いたが、大丈夫なのか。実験
データはあるのか。
Ａ５-４ 環境省の広域処理ガイドライン及び平成 24 年 5 月 25 日発表の環境省資料によ
ると、廃棄物焼却炉の実証試験で、バグフィルターにより 99.9%以上の放射性セシ
ウムが除去されることが確認されている。
また、実際に放射性セシウムを含む廃棄物の焼却が行われている多くの施設に
おける測定の結果、排ガス中の放射性セシウムは不検出または極めて微量という
結果が出ている。
なお、本市における試験焼却で、バグフィルターの前後で放射能濃度を測定し
た結果、バグフィルターの前では検出されたが、後では検出限界以下であった。
このため、バグフィルターは十分に機能していると考えている。
【福島県内の焼却施設における排ガス中の放射能濃度測定結果】※環境省資料より
測定位置

Cs-134

Cs-137

Cs合計

3

3

3

(Bq/m )
98

(Bq/m )
126

(Bq/m )
224

バグフィルター 入口（ドレン部）

不検出（<2）

不検出（<1）

不検出（<3）

バグフィルター 入口（活性炭部）

不検出（<0.6）

不検出（<0.6）

不検出（<1.2）

98~100.6

126~127.6

224〜228.2(226.1)※

バグフィルター 入口（ろ紙部）

バグフィルター 入口 ①
煙突（ろ紙部）

不検出（＜0.008） 不検出（＜0.007）

不検出（＜0.015）

煙突（ドレン部）

不検出（<0.06）

不検出（<0.06）

不検出（<0.12）

煙突（活性炭部）

不検出（<0.03）

不検出（<0.02）

不検出（<0.05）

0.008〜0.098

0~0.087

0.008~0.185(0.0965)※

煙突 ②

除去率 （①−②）／①＝99.92〜99.99％ （99.96％）※
※検出限界の１／２が存在すると仮定した場合

Q５-５

焼却工場の周辺住民は本当に安全なのか。どのように安全性を確保するのか。

Ａ５-５ 焼却工場での影響は、災害廃棄物を焼却した後の飛灰（100Bq/kg 以上）及び僅
かではあるが排ガスに含まれる放射性物質によるものが考えられる。
飛灰による影響については、
① 災害廃棄物の受入条件として放射性セシウムの放射能濃度が 100Bq/kg 程度
を下回るものとしており、焼却処理により排出される放射性セシウムを含んだ
飛灰は最大で 330Bq/kg 程度と試算している。
② 飛灰に最も近い所で作業する焼却工場の作業者や灰搬出の運転手並びに廃
棄物処分場の作業者への影響は、一般公衆の年間線量限度である 1mSv/年を
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大きく下回る。（0.01〜0.03mSv/年 ※1）
※環境省「災害廃棄物の広域処理について」平成 24 年 1 月 11 日改訂版 別
添 3「災害廃棄物等の処理・処分のシナリオに対する線量評価結果の整理」
により算出
③ また、周辺住民への影響は、焼却工場の作業員等への影響に比較して、大幅
に下回ることから、影響は無視できる。
（放射線の影響は距離の二乗に反比例する。たとえば放射性物質から 100m 離
れた場合、その放射線の影響は 1/1002、つまり 1/10,000 となる。）
排ガスによる影響については、
④ 排ガス中の放射性セシウムが、バグフィルターで 99.9％以上が回収され、残
る 0.1％が焼却工場の半径 5ｋｍに拡散・降下すると仮定した場合、最も危険
側の想定によれば、約 0.05Bq/ｍ2 と試算される。
これは、福岡県内で測定された土壌の放射能濃度 129.25Bq/ｍ2※に比べ極め
て低く、その影響は無視できるものである。
災害廃棄物の処理にあたり、焼却により発生する焼却灰・排ガス・排水等の放
射能濃度及び焼却工場・処分場の敷地境界の放射線量を定期的に測定し公表する。
※セシウム 137 の放射能測定調査（2009 年度・福岡市早良区）
試料名
放射能濃度（MBq/km2）
土 壌
１５０
土 壌
８４
未耕地
２００
未耕地
８３
平 均
１２９．２５
出典：
「環境放射線データベース」http://search.kankyo-hoshano.go.jp/

なお、年間に降下する 0.05Bq/m2 の放射性セシウムを全て吸い込んで摂取したと
きの被ばく量を計算しても、バナナ 1 本（150g）を食べたときの放射性カリウム
による被ばく量の 1/100 程度であった。
（参考）被ばく量の比較
セシウム： 0.05Bq÷２×2.0×10-２μSv/Bq※１＋0.05Bq÷２×3.9×10-２μSv/Bq※１≒0.001μSv
バナナ： 150g×0.0036g/g※２×30.4Bq/g※３×6.2×10-3μSv/Bq※１≒0.1μSv
※１：実効線量係数（ICRP Publ.72）
※２：カリウム含有割合（文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表 2010」）
※３：カリウム１g の放射能強度（独立行政法人 放射線医学総合研究所 HP）
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Q５-６ 放射性物質を除去するバグフィルターからダストが漏れた場合、どう対処する
のか。
Ａ５-６ バグフィルターは通常８室前後の部屋に分かれ、各部屋は 100 本程度のろ布で
構成されている。
ダストの漏れについては、バグフィルターの後段または煙道にダストモニター
を設置することにより、漏れの早期発見が可能であると考えている。
万が一ダストの漏れを発見した場合には、異常のある部屋を閉鎖しガスを通さ
ないことでダストの漏れに対処する。
なお、そのような状況にならないよう、定期的にろ布の強度･劣化･目詰まりな
どを点検しており、点検結果によっては、ろ布の交換･調整などの予防保全措置を
とっている。

Q５-７ 災害廃棄物を焼却する場合、バグフィルターではなく、原子力発電所で使われ
ているような高性能のフィルターを装備すべきではないか。
Ａ５-７ バグフィルターによる放射性セシウムの除去性能（99.9%以上）については、環
境省による実証実験で確認されており、問題ないと考えている。
そのため、HEPA フィルターや WAC フィルターなど高性能フィルターの装備は考
えていない。

Q５-８

放射性物質に汚染されたフィルターの取扱いはどうするのか。

Ａ５-８ バグフィルターのろ布を交換する際には、交換前作業として連続してろ布の逆
洗※を行うことで、放射性セシウムが付着したばいじんを取り除く。その後、ろ布
をビニール袋等で密閉収納し、自工場の焼却炉で処理する。
※逆洗：ろ布の内側から高圧空気を瞬間的に送ることにより、ろ布の外側に付着したば
いじんや薬剤等を取り除くこと
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Q５-９ 日明工場に設置している湿式排ガス洗浄装置は、皇后崎、新門司にはないが、
その役割は何か。
Ａ５-９ 湿式排ガス洗浄装置は、ごみ焼却時に生成される塩化水素(ＨＣｌ)や硫黄酸化
物(ＳＯｘ)などを除去するための設備である。
日明工場は、平成 3 年に稼動を開始し、排ガス処理対策としては、飛灰(ばいじ
ん)は電気集塵機、塩化水素(ＨＣｌ)や硫黄酸化物(ＳＯｘ)などは湿式排ガス洗浄
装置により除去する設備仕様により運転していたが、平成 12 年に「ダイオキシン
類対策特別措置法」が施行されたことに伴い、飛灰(ばいじん)に含まれるダイオ
キシン類をより除去するために電気集塵機をバグフィルターに交換する工事を行
い、塩化水素(ＨＣｌ)や硫黄酸化物(ＳＯｘ)などは既設の湿式排ガス洗浄装置に
より除去する方式で運転している。
一方で、平成 10 年稼動の皇后崎工場、平成 19 年稼動の新門司工場は、設計当
初よりバグフィルターにより、ダイオキシン類及び塩化水素(ＨＣｌ)や硫黄酸化
物(ＳＯｘ)等に有効に対応できるよう整備しているため、当該２工場には湿式排
ガス洗浄装置は付加していない。

Q５-１０

本市が受け入れる場合の処理料金はどのくらいか。

Ａ５-１０ 本市での災害廃棄物の処理にかかる経費は、宮城県との委託契約締結時点で１
トンあたり約 27,000 円である。
見積もった経費としては、本市工場での焼却費、保管施設から焼却工場までの
輸送費、放射能濃度をはじめとする測定経費、特別な工法を用いる埋立てにかか
る経費などである。
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６． 処分場について
Q６-１

最終処分場の外に放射性セシウムが流出することはないのか。

Ａ６-１ 主灰については、焼却処理の過程で放射性セシウムの多くが飛灰に移行すると
言われており、さらに主灰に残ったセシウムが溶出する量は極めて少ない。※
※ 主灰からの放射性セシウムの溶出は、様々な溶出試験の結果、きわめて少ないことが確
認されている。これは主灰に含まれるアルカリ金属（カリウム、ナトリウム、セシウム等）は、
アルミノシリケート（CsAlSi2O6)という形態になっており、水に対する溶解度が低いため
と考えられている（カリウムの挙動からの推定）
。
出典：国立環境研究所「放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分（技術資料第
二版）
」平成 24 年 3 月 26 日

飛灰については、陸域化された区域で処分し、防水シートをかぶせることから、
基本的にセシウムが溶け出すことはない。また、作業中に雨が降っても、下に敷
かれた土砂又は廃棄物層に吸着されることから、保有水に溶け出ることはない。
万一、予期せぬ事態により溶出した場合や測定結果にセシウムが検出された場
合でも、排水処理施設にゼオライトを用いた吸着設備を設ける考えであり、海域
に流出する恐れはない。

Q６-２ 試験焼却の結果、主灰にも放射性セシウムが含まれているとの説明だが、埋め
立てによって海に流出することはないのか。
Ａ６-２ 主灰の放射能濃度は、飛灰に比べごくわずか（焼却試験での想定値 0.77Bq/kg）
であり、通常の土砂の放射能濃度と変わらない。また、Ａ６−１のとおり、主灰
からの放射性セシウムの溶出は極めて少なく、保有水に影響することは無く、海
域への影響も無い。

Q６-３ 福岡市では、処分場から放射性セシウムが流れ出ることから受けられないとし
ているが、北九州市の処分場は大丈夫なのか。
Ａ６-３ 福岡市では「処分場は地下に埋設した集排水管を通じて埋立地内に空気を自然
循環させ、廃棄物の中にある有機物の分解を促進させるという方式を採用してい
る。そのため処分場に降った雨が放射性セシウムを含む主灰や飛灰の層を通り、
集排水管を経て排出されるため、河川を通じて海に流出する恐れがある」と説明
している。
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一方、本市の処分場で災害廃棄物の焼却灰（飛灰）を埋め立てる場合、東京都
と同様に海面埋立処分場の陸域化した部分で処分することとしている。また、防
水シートをかぶせることから、基本的にセシウムが溶け出すことはない。また、
作業中に雨が降っても、下に敷かれた土砂又は廃棄物層に吸着されることから、
保有水に溶け出ることはない。
また、万一、処分場内の保有水に溶け出しても、排水処理施設にゼオライトを
用いた吸着設備を設けるため、海域に流出する恐れはない。

Q６-４

被災地に大型処分場を作って、焼却灰を返すことはできないのか。

Ａ６-４ 被災地では、現在、域内処理に取り組んでいるところであるが、処理能力や最
終処分場の不足により、国の定めた期間で処理することが困難な状況であると聞
いている。
一般的に大型処分場をつくるためには、膨大な時間がかかり、早期の復興とい
う観点から、現在の被災地において実現することは極めて難しいと考える。

Q６-５ 焼却灰のリサイクルを検討すると記載されているが、どのような利用を考えて
いるのか。
Ａ６-５

セメント原料への利用が考えられるが、当面は、主灰･飛灰とも埋立処分を行う。

Q６-６

ゼオライトとはどのようなもので、本当に放射性セシウムを吸着できるのか。

Ａ６-６ シリカとアルミナを主成分とする鉱石であり、多孔質であるので物理的吸着機
能があり、さらに、金属イオンをイオン交換して化学的に結合する機能を併せ持
つことから、放射性セシウムの吸着効果が高いとされている。

Q６-７

処分場に埋め立て後、どのくらいモニタリングを続けるのか。

Ａ６-７ 災害廃棄物の埋立終了後、一定期間モニタリングを行い、その結果を見て、以
降の測定場所や測定回数などについて再度検討していきたい。
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Q６-８ 国の埋め立て基準は 8,000Bq/kg 以下であるが、北九州市は独自の基準を設ける
のか。
Ａ６-８ 埋立の基準はあくまで国が定めた 8,000Bq/kg であるが、市民の安心を得るため
の目安として、市独自の管理目標を設定しており、飛灰は 330Bq/kg 以下、主灰は
100Bq/kg 以下としている。

Q６-９

管理目標を超えた場合、どうするのか。

Ａ６-９ 飛灰の放射能濃度が管理目標である 330Bq/kg を超えた場合は、焼却処理の際の
攪拌作業に問題がなかったかなど、なぜそうなったのかを検証する。

Q６-１０

埋立処理した場合、放射性物質を囲い込む施設〔防水シート〕の耐用年数は。

Ａ６-１０ 防水シートは、ポリエチレンを主体とし、ガスは透過するが、防水性能を有す
る特殊加工されたシートを計画しており、紫外線劣化対策により 30〜50 年以上の
耐久性があるとされている。

20

７． 放射能等について
Q７-１

ストロンチウムやプルトニウムは大丈夫か。

Ａ７-１ 環境省資料によれば、福島県等での調査結果から、ストロンチウム、プルトニ
ウムの影響は、放射性セシウムと比べて非常に小さいとされている。このため、
本市としては放射性セシウムのみを測定することとしている。
○ 放射性セシウム以外の放射性核種の影響
i. 文部科学省の調査
今回の原発事故を受けて、文部科学省は、福島第一原発の概ね 100km 圏内の土壌調査
において、プルトニウム、放射性ストロンチウムの核種分析を行っている 14。
調査の結果、プルトニウム、放射性ストロンチウムの沈着量の最高値が検出された箇
所において 50 年間滞在した場合に生じる、土壌からの再浮遊に由来する吸入被ばく、及
び土壌からの外部被ばく線量の積算値を評価したところ、放射性セシウムに比べて、非
常に小さいことが確認されている（図８）
。

図８：福島第一原発周辺の 100km 圏内の土壌中に含まれる
放射性核種ごとの 50 年間積算実効線量 14
14

文部科学省による、プルトニウム、ストロンチウムの核種分析の結果について
（平成 23 年 9 月 30 日）

ii. 環境省の調査
環境省においては、福島県内の対策地域内廃棄物の処理を行う際の参考とするため、
焼却灰から比較的高濃度の放射性セシウムが検出されている福島県内の焼却施設を対
象に、排ガス及び焼却灰中のプルトニウム及び放射性ストロンチウムについて測定を
実施した。主な結果は以下のとおり（表 10）。
 排ガスについてはいずれも不検出。
 焼却灰中の放射性ストロンチウムは、検出下限に近いごく微量の検出で、同時に
測定した放射性セシウムより二桁以上低い濃度。
 焼却灰中のプルトニウムは、検出下限に近いごく微量の検出で、過去の大気圏内
核実験の影響として国内で観測された土壌とほぼ同じ濃度レベル。
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表 10：福島県内の焼却施設から発生する排ガスや焼却灰のプルトニウム及び
放射性ストロンチウムの測定結果（環境省作成資料）
主灰（Bq/kg）
飛灰（Bq/kg）
排ガス（Bq/m3N）
Cs134
1,560
22,600
137
Cs
2,150
31,900
Cs134+Cs137
3,710
54,500
89
90
Sr +Sr
13.88
9.71
ND(<0.06)
238
-3
-3
Pu
ND(<9.2×10 )
ND(<8.8×10 )
ND(<7.9×10-4)
239
240
-2※
-3
Pu +Pu
(1.6±0.43)×10
ND(<8.8×10 )
ND(<5.2×10-4)
試料採取日
2012/2/17
2012/2/17
2012/1/16
これらの結果については、専門家による考察が必要であるが、放射性ストロンチウ
ムについては、原発事故の影響の大きな地域でも濃縮後の飛灰からごく微量検出され
るにとどまっており、クリアランスレベルが放射性セシウムより大きい（Sr89 で 100
万 Bq/kg、Sr90 で 1,000Bq/kg）ことを考え合わせると、広域処理において、そのリ
スクを考慮する必要はないものと考えられる。
また、プルトニウムについては、主灰のみごく微量の検出で、事故前から検出され
ている土壌中のレベルとほぼ同じレベルであるため、これも広域処理において、その
リスクを考慮する必要はないものと考えられる。
（出典：平成 24 年 5 月 25 日付け環境省作成「災害廃棄物の広域処理の安全性について（第１版）」
）

Q７-２

100Bq/Kg でも、放射性物質であることに変わりないのでは。

Ａ７-２ 「放射性物質に汚染されたものとして取り扱う必要がない」とされているクリ
アランスレベルの物であっても、放射性物質が付着していることには変わりがな
い。しかしながら、放射性物質は、地球上どこにもあり、その放射性物質が発す
る放射線、さらには宇宙からも放射線（＝宇宙線）を受けながら、私たちは日々、
生活しており、それはこれからも変わりようがない。
つまり、放射性物質が存在することが問題なのではなく、どの程度の放射線量
を浴びることになるかを考えて、その量に応じて危険性を判断することが現実的
である。
ちなみに、日本で生活していると平均で年間に 1.48mSv の放射線を浴びること
になるといわれている。一方、クリアランスレベルの考え方は、どのような取り
扱い方をしても、年間に 0.01mSv の被ばく量に収まる放射性物質の量として算出
されているものである。
このように、クリアランスレベルの放射線量は、自然放射線量に較べて非常に
小さい値であり、健康に対する影響を無視できる量として考えられている。
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Q７-３

ダイオキシンやアスベストなどの対策はどうなっているか。

Ａ７-３

（ダイオキシンについて）
今回の災害廃棄物は、津波による影響で、塩分（塩素分）が高いことが想定さ
れ、それを焼却した場合、ダイオキシン類の濃度が高まる可能性がある。しかし、
昨年 6 月、岩手県が一般廃棄物焼却施設を用いて野田村の災害廃棄物の試験焼却
を行った際、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質は通常のごみ焼却におけ
る変動の範囲内だったと聞いている。
（また、被災から既に 1 年以上経過しており、
塩分は降雨により、軽減しているとも考えられる。）
ダイオキシンについては、災害廃棄物に限らず、地域の家庭ごみの焼却に伴い
生じる可能性のあるものである。このため、平成 11 年にダイオキシン対策特別措
置法が定められ、排出防止対策や排出基準が定められている。本市のごみ焼却炉
は、この法律の適用を受けており、完全燃焼や排ガスの急速冷却など様々な対策
を講じている。さらに、適正な管理をしており、排出基準を充分に満たしている
ことから、心配ない。

（アスベストについて）
今回の災害廃棄物には、アスベストが被災した建物の断熱材やスレート板の材
料として用いられている可能性がある。
本市が受入れている災害廃棄物は「可燃物」であり、一方、アスベストを含む
廃棄物は、セメント、石膏など不燃物に当たるため、受入れ対象外であり、現地
で積極的に除去している。
現地（宮城県石巻市）でのアスベスト対策としては、
（１） 一次仮置場（石巻市が一時的に災害廃棄物を保管している場所）の粗選別の
際に、目視で成形板等のアスベスト含有建材を除去している。
（２） 二次仮置場（宮城県が管理している災害廃棄物の保管場所）で粗選別の際に
も、成形板等のアスベスト含有建材を選別して排除している。
（３） 災害廃棄物を移送するベルトコンベアの部分に、吸引して繊維を測定するモ
ニターを設置し、常時アスベスト等の繊維状物質を監視している。
（４） 簡易測定器を使用し二次仮置場ヤードで毎日 9 箇所測定している。
（５） さらに、手選別の作業時にも目視で確認し、疑わしい物は除去している。
（６） また、現場作業環境等において公定法によるアスベスト測定を月に１回実施
しており、これまでに管理基準（150 本／ℓ）を超えたことはない。
以上のとおりの対策を経た上で本市へ搬出している。
なお、石巻市内のアスベスト大気環境モニタリング結果においても震災前の大
気環境と同様であり、被災建築物の解体等による生活環境への影響はないものと
判断されている。
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また、本市でのアスベスト対策としては、
（１） 日明積出基地ストックヤード（以下ストックヤード）での対策
① 作業員の安全確保のための施策
災害廃棄物の積替え・保管を行うストックヤード内では、ヘルメット・防
じんマスク（DS−２相当品以上）等を着用し作業を行う。
ストックヤード出入口に、作業服の除じん用コンプレッサー及びエアガン
を設置する。
② アスベストの測定
2 箇所を月 1 回測定する。
（２） 焼却工場での対策
① 作業員の安全確保のための施策
焼却工場の投入作業場で長時間作業を行う誘導員等は、防じんマスク（DS
−２相当品以上）を着用する。
② アスベストの測定
プラットホーム上の２箇所において年２回行う。
本市でのアスベストの測定状況は以下のとおりである。
施設名
測定場所

日明積出基地

新門司工場

日明工場

皇后崎工場

ストックヤード

プラットホーム

プラットホーム

プラットホーム

結 果

No.1

No.2

入口

出口

入口

出口

入口

出口

９月実施

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

１０月実施

不検出

不検出

不検出

不検出

―

―

不検出

不検出

１１月実施

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

※検出下限値は 1 リットルあたり 0.5 本である。なお不検出とは検出下限値未満を表す。

以上の対策の履行により、十分な効果が得られているところである。
（ＰＣＢについて）
今回の災害廃棄物には、ＰＣＢを含んだトランスやコンデンサなども含まれて
いる可能性がある。
本市が受入れを想定している災害廃棄物は「可燃物」であり、ＰＣＢを含む廃
棄物は、金属や碍子など不燃物に当たり、被災地における選別工程で適正に除く
ことができるため、基本的に本市に持ち込まれることはない。ＰＣＢを含む廃棄
物については、当然に被災地の環境を保全する意味からも、適正に選別されるこ
ととなる。
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さらに本市としても、災害廃棄物の受入れに当たり、職員等を現地派遣して廃
棄物の性状などを常時、確認することとしており、混入等を防止できる。
（カドミウム、鉛、水銀などの有害物質について）
カドミウムや鉛、水銀などの有害物質は、日常生活で使っている家電品の部品
や塗装の顔料などに微量ながら含まれている。したがって、これらの有害物質は、
今回の災害廃棄物に限らず、本市で発生する家庭ごみの中にも含まれている。
本市のごみ焼却工場は、このような家庭ごみを適正に処理することができるよ
う様々な公害防止設備（バグフィルターなど）を有しており、災害廃棄物を受け
入れた場合でも、本市の家庭ごみの処理と同様に適正な処理が可能である。

Q７-４ 災害廃棄物を活用した防波堤整備に関する質問に対し、細野環境大臣が「ひ素
や六価クロム等の有害物が含まれるので、そのまま埋め立てることは認められな
い」と発言した。このようながれきを燃やして、さらに埋め立てて大丈夫なのか。
また、埋め立てた場合、地下水には影響が無いのか。
Ａ７-４ ひ素や六価クロムなどを含む木材（ＣＣＡ処理木材）は、1960〜1990 年代、シ
ロアリ対策のために木造家屋の基礎部分に用いられたものであり、その量はごみ
焼却施設の処理量のうち極めてわずかである。
ＣＣＡ処理木材をごみ焼却施設で焼却した場合、焼却炉で 1,000〜1,400℃とな
り薬剤が分解して、ひ素(化合物)は主に気化して排ガスとともにボイラーや急冷
反応搭を経て 200℃まで冷却されて固体となり、バグフィルターで回収される。ま
た、六価クロム(化合物)は主に固体のままで主灰に残る。
飛灰はキレート剤で処理するため、ひ素化合物は水に溶けにくくなっている。
また、主灰に含まれる六価クロム化合物は不安定であり、環境中で有機物等を酸
化して無害な三価クロムとなる。このため、一般廃棄物の最終処分場で埋立処分
しても問題ない。なお、最終処分場の放流水については、毎月、六価クロムやひ
素などの測定を行い管理しているが、これまでもほぼ検出されていない。
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Q７-５ 100Bq は安全と言うが、40,000t 受け入れると総量は 40 億 Bq になる。それを
本市にばら撒くのはとんでもないことだが、どう考えているのか。
Ａ７-５ 濃度が低くても、量が多ければ、総量は大きな数値となる。今回の計画では、
本市のごみ焼却工場で適正に焼却し、最終処分場で適正に処分することとしてい
る。
なお、文部科学省による放射能濃度の測定結果（2009 年度）によると、福岡市
で 83〜200MBq/k ㎡のセシウム 137 が検出されており、その平均は約 129MBq/k ㎡
となる。
仮にこの濃度で本市全体（488.78k ㎡）に放射性セシウムがあると仮定すると、
約 63,053Mbq≒631 億 Bq となる。
このように、総量が大きいことをもって問題視するのではなく、濃度で捉えて
判断することが重要である。
搬入されるものがすべて 100Bq/kg と仮定（実際には低い値となる）すれば、放
射性セシウムの総量は 40 億 Bq と極めて大きな値となるが、その質量は 0.00066g
程度である。
市の焼却工場は、放射性セシウムを除去できるバグフィルターがついており、
煙突からでる量は、最大でも 400 万 Bq である。「５.焼却処理について」のＱ５４で述べたとおり、拡散しても無視できる値である。
残りは埋立処分することとなるが、濃度が最大でも 330Bq であり、「５.焼却処
理について」のＱ５-５で述べたように、人的影響を及ぼすものではない。

Q７-６

政府の基準は最初 100Bq/kg と言っていたのに、今では 8,000Bq/kg と言ってお

り信用できない。政府の基準についてどう考えているのか。
Ａ７-６ ２つの基準の違いをひとことで言えば、100Bq/kg は「廃棄物を安全に再利用で
きる基準」で、8,000Bq/kg は「廃棄物を安全に処理するための基準」である。
100Bq/kg は、原子炉等規制法に基づき、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られた基準である。
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、放射性セシウムについて 100Bq/kg 以下と定められている。
また、8,000Bq/kg は、原子力発電所の事故に伴って環境に放出された放射性セ
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、埋立等）
を想定し、安全に処理するために定めた基準である。
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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できる。焼却施設や最終処分場では、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できる。

Q７-７ 自然放射線と人工放射線を同様に比較してよいのか。自然放射線は許容できる
が、人工放射線は健康に悪いのではないか。
Ａ７-７ 自然の放射性物質（例：カリウム 40）、や人工の放射性物質（例：セシウム 137）
から放出される放射線による生物への影響は、放射線（ガンマ線、ベータ線など）
の種類とエネルギーが同じであれば、生物へ与える影響も全く同じであり、同様
に比較することが可能である。
この種類とエネルギーの違いによる影響については、人工の方がより強い影響
を与える放射線を放出するということはない。

Q７-８ 人体は、昔からある自然放射性物質が出す放射線には耐性があるが、新たな人
工放射性物質（セシウム 137 等）の放射線には耐えられないのではないのか。
（人工放射性物質には、人体への蓄積性がある。）
Ａ７-８ Ａ７-７のとおり放射線による生物影響は、放射線の種類（γ線、β線など）と
エネルギーが同じであれば、自然物又は人工物に関わらず生物へ与える影響は同
じである。
カリウム 40 とセシウム 137 では、放射線の種類は同じであるが、γ線のエネル
ギーが異なっており、セシウム 137 は 662keV、カリウム 40 は 1,461keV である。
また、人体に摂取した際の代謝に要する期間（生物学的半減期）が異なっており、
カリウムは 30 日、セシウムは 100 日である。
この点で放射線を受ける量が異なることになるが、いずれにしても体への影響
は、放射線を受けた量（シーベルトの値）で考えることになるため、カリウムと
セシウムの違いを区別する必要はない。
なお、体に取り込まれたセシウムは、ナトリウムやカリウムと同じく代謝され
るため、蓄積することはない。
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Q７-９

一般公衆の線量限度を 1ｍＳｖ／年としているが、その根拠は。

Ａ７-９ 1mSv の数値の出所は、国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告である。この勧告
は、放射線防護のための国際的な取り決めであり、日本が尊重している 1990 年勧
告と、最新版である 2007 年勧告がある。2007 年勧告は日本の法律にはまだ取入れ
ておらず、現在、放射線審議会基本部会で検討が行われている。
1mSv という値の根拠は、この勧告(1990, 2007)で、一般公衆の 1 年間に計画的
に受ける放射線の線量は、自然からうける放射線の影響を除いて、1mSv とすると
勧告されているためである。これは ICRP が様々な研究の結果を総合して、守るべ
き値として定めたものである。

Q７-１０ 焼却工場周辺の放射線測定は、空間線量だけでなく、土壌、松葉、ＰＭ２．
５などの放射能濃度も測定すべきではないか。
Ａ７-１０ 災害廃棄物の受入れ処理を行う場合、各焼却工場及び最終処分場の敷地境界４
ヵ所において、週 2 回放射線量を測定することとしている。また、焼却時におけ
る排ガスの放出に伴う影響については、焼却工場の排ガス中の放射性セシウム濃
度を月１回測定することにより、安全性の確認を行うこととしている。
焼却工場周辺の土壌の放射能濃度の測定については、市民に現状を知ってもら
い、将来的な放射性セシウムの降下・沈着の影響を確認するため定期的に実施す
る。
なお、松葉やＰＭ２．５の放射能濃度測定については、一般的に認められた測
定方法ではなく、特に基準等も設けられていないため、本市では実施しない。

Q７-１１ 焼却施設に放射線障害防止法で定める「放射線取扱主任者」を配置すべきで
はないか。
Ａ７-１１ 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」（以下、障害防止
法）により「放射線取扱主任者」の設置を義務付けられているのは、1 万 Bq/kg を
超える場合である。
したがって、本市が取り扱うこととしているのは、最大でも 330Bq/kg の飛灰
であることから、放射線取扱主任者の設置は不要である。
なお、本市においても、放射線に関する専門的な知識を有する職員（医師、放
射線技師など）がおり、放射線の取扱いについて適宜相談することとしている。
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Q７-１２

どんなに値が小さくても低線量被ばくによる健康被害があるのではないか。

Ａ７-１２ 放射線防護の考え方では、放射線を受けた量に比例してリスクが高まるとされ
ていることから、いかに微量であっても量に応じたリスクがあることになる。
具体的には、放射線を 1,000mSv 以上浴びると急性障害（吐き気、嘔吐など）が
起こり、がんで死亡する確率が 5%増える。また、100mSv では 0.5%といわれている。
これ以下での放射線量では影響が認められないが、予防の観点から何らかの影響
があるとして取り扱うこととされている。
この考え方を、しきい値無し直線（ＬＮＴ）仮説と言い、それをもとに低線量
被ばくの影響について試算すると、下表のとおりとなる。
今回の災害廃棄物処理により、市民が受ける放射線量は、0.01mSv よりはるかに
低い値であり、低線量被ばくによる影響も問題にするような値ではない。
低線量被ばくによる健康被害（試算）※
放射線量
被ばくによる
100 万人あたり
(mSv)
がんで死ぬ確率 死亡者数 (人)
1000
5%
50,000.00
100
0.5%
5,000.00
10
0.05%
500.00
1
0.005%
50.00
0.1
0.0005%
5.00
0.01
0.00005%
0.50
0.001
0.000005%
0.05

（参考）
40歳の人が次の40年間に死ぬ確率

交通事故で死ぬ確率
０．１５％（１，５００人）
自殺する確率
０．９２％（９，２００人）
殺人事件で死ぬ確率
０．０５％（５００人）
（ ）内は１００万人当り

※ 国際放射線防護委員会（ICRP）は、「この仮説は放射線管理の目的のためにのみ用いるべきであり、
低線量被ばくについてのリスクを評価するために用いるのは適切ではない」としている。

また、喫煙や飲酒など他のリスクと比較すると、100mSv 以下の低線量被ばくに
ついては、下表のとおり他のリスクに比較して検出できない程、小さい値である。
なお、「100mSv 以下の低線量被ばくによる人への影響はわからない。」といわれ
ることがあるが、
「検出できない」という意味であり、
「何が起こるかわからない」
ということではない。
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「がん」による死亡リスクの比較
対象
※１

喫煙者
大量飲酒（450g 以上/週）※１
放射線 1000mSv※２
大量飲酒（300-449g/週）※１
放射線 200-500mSv※２
肥満（BMI≧30）※１
やせ（BMI＜19）※１
運動不足※１
高塩分食品※１
放射線 100-200mSv※２
野菜不足(中央値：110ｇ/日) ※１
受動喫煙（非喫煙女性）※１
100mSv 未満※２

比較対象
非喫煙者
時々飲む
被ばくしていない人
時々飲む
被ばくしていない人
標準(ＢＭＩ23.0-24.9)
標準(ＢＭＩ23.0-24.9)
よく運動する人
塩分が通常の食品
被ばくしていない人
適量の野菜(中央値：420ｇ/日)
夫が非喫煙者
被ばくしていない人

リスクの増え方
１．６倍
１．６倍
１．５倍
１．４倍
１．１９倍
１．２２倍
１．２９倍
１．１５〜１．１９倍
１．１１〜１．１５倍
１．０８倍
１．０６倍
１．０２〜１．０３倍
検出不能

※１ 日本の 40〜69 歳の地域住民を約 10〜15 年追跡調査したデータ
※２ 広島・長崎の原爆被ばく者の約 40 年の追跡調査
データ出典：国立がん研究センタＨＰ http://www.ncc.go.jp/jp/shinsai/index.html

Q７-１３

放射性セシウムが、万が一海に流出したら生物濃縮があるのではないか。

Ａ７-１３ セシウムは、ナトリウムやカリウムと同様にアルカリ金属に分類される元素で
ある。アルカリ金属は、人体はもとより生物の体内に取り込まれた場合、代謝に
より最終的に排出される。したがって、生物濃縮は起こらない。

Q７-１４

集団(実効)線量※でリスクを考えるべきではないか。

※ 国際放射線防護委員会(ICRP)の 1990 年勧告、2007 年勧告では、がん死のリスク係数を
0.055/Sv としていることから、5mSv の被ばく者が 150 万人いれば 0.005Sv×150 万人＝
7500 人･Sv となり、がんで死亡する人は 7500 人･Sv×0.055/Sv＝412.5 人とする考え方。

Ａ７-１４ 放射線による人への影響については、あくまでも個々人の被ばく線量で評価す
べきであり、今回の災害廃棄物の処理では作業者も含めて、問題となる程の放射
線量を受けることはない。
なお、ICRP Publication 103(2007)では、「集団（実効）線量」は、放射線の
利用技術と防護手順を比較するための最適化の手段とされている。しかし、疫学
的研究の方法として用いることは想定されておらず、リスク予測に用いるのは不
適切であるとされている。特に、大集団が低線量被ばくした場合のリスク予測を、
集団（実効）線量に使ったがん死亡者数として評価することは、生物学的にも統
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計学的にも非常に不確かであり、不適切であると考えられる。
例えば、自然放射線（1.48mSv/年）の集団（実効）線量を考えると、人口 100
万人の都市では、1,480 人･Sv となり、係数 0.055/Sv を乗じた 81.4 人の方が、毎
年、自然放射線によるがんで亡くなっていることになる。しかし、その数値が実
態を表しているとは言いがたい。

Q７-１５

内部被ばくによる子どもへの影響はないのか。

Ａ７-１５ 今回の災害廃棄物の処理において、リスクを考える必要がある放射性物質はセ
シウムである。セシウムを摂取した場合、筋肉に広く分布することとなり、摂取
から排出までの期間が成人で 100 日、子供で 30 日程度である。
Ｑ５-５④で示したとおり、排ガスから放出されて地面に降下する放射性セシウ
ム（0.05Bq/m2）を全て吸い込んで摂取したときの被ばく量（0.001μSv）は、バ
ナナ 1 本(150g)を食べたときの放射性カリウムによる被ばく量（0.1μSv）の 1/100
程度である。
放射性物質による影響は、大人より子どもの方が大きいといわれているが、今
回の災害廃棄物処理による被ばく量は極めて小さいことから、子どもを含めて問
題となることはない。

Q７-１６

放射能濃度や放射線量を市民と一緒に測定することはできないか。

Ａ７-１６ 本市での災害廃棄物処理状況の確認や放射線量の測定、放射能濃度測定のため
の試料採取状況の確認に市民の皆さんが参加できる制度を設けている。
月に１回、事前に申し込んだ市民の方は、３つの焼却工場（休止中は除く）と
最終処分場での測定・試料採取に参加することができる。
人数が多数の場合は抽選になることもある。

Q７-１７

モニタリングポストを各区に置いてほしい。

Ａ７-１７ モニタリングポストは、空間放射線量を自動的に常時測定することができるた
め、この測定結果を随時お知らせすることで、市民の皆さんに安心していただけ
るものと考えている。
このため、災害廃棄物を処理する 3 箇所の焼却工場（門司区、小倉北区、八幡
西区）及び焼却灰を処分する最終処分場（若松区）の周辺に８月からモニタリン
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グポストを配置している。
また、各区役所周辺で毎月 1 回、空間放射線量を測定し、その結果を公表する
こととしているため、その他の区（小倉南区、八幡東区、戸畑区）についても、
現状を把握できるものと考えている。
また、本市では、災害廃棄物の本格処理にあたり、放射線に対する不安を払拭
するため、市民の申し込みに応じて、市内各地の空間放射線量を無料で測定し、
公 表する事業を実施 している。申し込み 先は、放射線量測定 受付ダイ ヤ ル
093-882-3807（公益財団法人 北九州市環境整備協会 内）で、 月〜金曜日の 9
〜17 時（祝日を除く）に受け付けている。
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８． 広報・風評被害について
Q８-１ 市民の不安を払拭するためには、今後も説明していく必要があるのではない
か。
Ａ８-１ 市民の不安を払拭するため、測定結果などのホームページでの掲載や市民セン
ターでの閲覧を行うと同時に、
「市政だより」や環境情報誌「かえるプレス」など
を利用した広報も実施している。
また、以前から実施している市民の方からの要望に応じた環境局の職員による
出前講演などを通じ、市民への説明を行っていく。

Q８-２

風評被害があったときは、誰が責任を取るのか。

Ａ８-２ 国は、
「万が一、広域処理に起因する放射性セシウムによる風評被害という不測
の事態が生じた場合は、国として責任を持つ」、「風評被害による損害が生じた場
合は、国として責任を持って、これを回復するための可能な限りの対策を講じる」
との見解を示している。
また、政府の一元的な風評相談窓口を環境省内に設置し、風評被害の相談が寄
せられた場合は、風評防止対策会議にて関係省庁が集まり、迅速な対応を取るこ
ととしている。
このように、風評被害対策は国が責任を持って対応するとしているが、本市と
しても、万が一、災害廃棄物の処理に起因する風評被害が発生した場合には、実
情及び原因を速やかに調査し、市が責任を持って、国に対し協議を行う。
なお、風評被害は、まずは起こさないことが何より重要であり、市民や事業者
等に対し、災害廃棄物の処理に関する安全性を理解いただけるよう正確で分かり
やすい情報を周知することが第一と考えている。
本市としても、
・災害廃棄物処理についての安全性の周知
・『北九州「海の幸」「山の幸」を愛する会』による地元産農林水産物の消費
拡大
・地元生産者からの要請に基づく地元産農林水産物の放射性物質検査
・これらの情報を集約したホームページ『北九州「海の幸」
「山の幸」を愛す
るナビ』の開設
などの対策を主体的に行っている。
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Q８-３

健康被害が起こった場合には、国又は市が補償するのか。

Ａ８-３ 今回の広域処理では、放射能濃度が低く、安全に処理できる災害廃棄物だけを、
適正な処理施設で、放射線量等を確認しながら処理するものであり、市民の方々
に健康被害を引き起こすようなことはない。
しかしながら、一部に不安の声があるのも事実であるため、市民の安心感を高
める観点から、健康被害に対する国の対応について照会した。これに対し「災害
廃棄物の広域処理に起因する対応の責任は国にある。したがって、廃棄物処理法
に則り適正な処理を行ったにも関わらず、万が一、広域処理に起因する放射性セ
シウムによる健康被害という不測の事態が生じた場合には、国として責任を持っ
て対応する」との回答があった。

Q８-４ 災害廃棄物の焼却で健康被害が出たと聞いている。市で実情を調査し、原因を究
明すべきではないか。
Ａ８-４ 今回の災害廃棄物の焼却に伴う空間放射線量の上昇は確認されておらず、従来の
放射線レベルと変わりない。したがって、何らかの症状があったとしても、その
原因は放射線による影響とは考えられず、本市として調査等を行う予定はない。
なお、お尋ねの放射線による身体への影響については、一般の方からの様々な
質問に専門家が丁寧に答えているホームページに、該当する記述があったので、
参考までお知らせする。
ホームページ「専門家が答える暮らしの放射線Ｑ＆Ａ」からの抜粋
放射線影響は２種類に区分され、それらは皮膚の紅班や臓器障害等の組織影響に見
られる「確定的影響」と、ガンや遺伝的影響とされる「確率的影響」と呼ばれていま
す。
第一に、身体の組織・器官に確定的影響が発生するには、その被ばくが急性的であ
り、対象となる組織・器官への被ばく量が閾（しきい）値（症状によって異なるが、
各組織・器官に対し吸収線量で数百〜数千ｍSv）を超えていることが必要です。
組織・器官への集中的な被ばくによってその組織の大部分が破壊されることにより、
閾値を越えた組織・器官に確定的影響がもたらされますが、今般の事故※による被ば
くでは閾値となる線量に達することは到底あり得ないこと、また慢性的な低線量被ば
くでは、生物の有する修復機能の働きもあり修復されることから、確定的影響が発生
することはないことが言えます。
第二に、ガンに関する確率的影響の発生に関して、前述した確定的影響のような閾
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値はなく、被ばく線量に比例して直線的に増加することが国際的に仮定（閾値なし直
線仮説；ＬＮＴ仮説）され、それが科学的にもっともらしいとされているところです。
被ばく線量が高い場合は有意に放射線の影響が見られることから、致死がん確率係数
が１Ｓｖで約５％と（１Ｓｖで発生確率が約５％増加）国際的にも認識されています。
一方、１００ｍＳｖ程度のような少ない線量では、確率的影響が放射線で発生したか
どうか分からない程に低いものになります。世界の地域によっては、年間数十ｍＳｖ
の被ばくをする地域も実在しますが、そのような地域においてですら、有意な健康影
響は見られていないようです。少ない被ばく線量で確率的影響の程度が分からないと
いう意味は、その他の外的因子（たとえば、紫外線や、たばこ、ガソリンエンジンの
排ガス、食品等に含まれる化学物質等の様々な発がん性物質）の影響が支配的であり、
区別できない程度であるということです。その他の外的因子に起因すると考えられる
ガンによる死亡割合は約３０％と言われております。
※今般の事故：福島第一原発事故
【出典】専門家が答える暮らしの放射線Ｑ＆Ａ「日本健康物理学会」
http://radi-info.com/
【放射線量の単位】
1Sv（ｼｰﾍﾞﾙﾄ）＝1,000mSv（ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ）＝1,000,000μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）
○各施設の敷地境界等で空間放射線量
（単位：マイクロシーベルト／時）

測定地点

災害廃棄物受入前
9 月 6 日〜13 日の平均値

災害廃棄物受入後
9 月 14 日〜11 月 13 日の平均値

日明積出基地

0.07（0.05〜0.09）

0.07（0.05〜0.10）

測定地点

災害廃棄物受入前
9 月 6 日〜16 日の平均値

災害廃棄物受入後
9 月 17 日〜11 月 13 日の平均値

新門司工場

0.07（0.06〜0.07）

0.07（0.06〜0.08）

日明工場

0.06（0.06〜0.07）

0.06（0.05〜0.07）

皇后崎工場

0.06（0.05〜0.09）

0.06（0.05〜0.09）

測定地点

災害廃棄物受入前
9 月 6 日〜17 日の平均値

災害廃棄物受入後
9 月 18 日〜11 月 13 日の平均値

響灘西地区廃棄物処分場

0.05（0.04〜0.06）

0.05（0.04〜0.06）

※測定結果は敷地境界の 4 地点の平均値を記載。
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