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指定廃棄物をめぐる経緯
【2011年8月30日】 「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」（通称「放射性物質汚染対処特措
法」）公布→法17条「指定廃棄物」

【2011年11月11日】 特措法第7条に基づく「事故由来放射性物質による
環境の汚染への対処に関する基本的な方針」策定（閣議決定）

【2011年12月14日】 特措法施行規則公布→規則第14条「指定基準」：セ
シウム（134+137）合計8000Bq/kg

【2012年1月1日】 特措法全面施行

【2012年3月30日】 「環境省、「指定廃棄物の今後の処理の方針」公表
→国は、今後3年程度（2014年度末）を目途に、必要な最終処分場等（福
島県は10万Bq/kg超の指定廃棄物は中間貯蔵施設に30年間保管）の」確保
を目指す。



放射性物質汚染対処特別措置法とは
正式名称は「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）；議員立法に
より成立→公布日：2011年8月30日→全面施行は2012年1月1日

目的は、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福島第
一原発から放出された放射性物質（これを「事故由来放射性物質」と定
義）による環境の汚染が生じていることに鑑み、事故由来放射性物質に
よる環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び
国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事
業者等が講ずべき措置について定めること等により、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
減すること。





特措法の条文構成
総則：第１条ー第６条
基本方針：第７条
監視及び測定の実施：第８条
原子力事業者の措置等：第9条ー第１0条
事故由来放射性廃棄物の処理：第11条ー第24条
除染等の措置等：第25条ー第42条
費用：第43条ー第45条
雑則：第46条ー第59条
罰則：第60条ー第63条
附則：第1条ー第7条



特措法・附則
（検討）
第五条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法
律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講
ずるものとする。

第六条 政府は、放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規
制の在り方その他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な
見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の
措置を講ずるものとする。

第七条 政府は、原子力発電所において事故が発生した場合における当該
事故に係る原子炉、使用済燃料等に関する規制の在り方等について検討を
行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものと
する。



指定廃棄物とは①

放射性物質汚染対処特別措置法（「特措法」と略）
第17条第1項により定義

（特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質に
より汚染された廃棄物の指定等）

第17条 環境大臣は、前条第一項の規定による調査
の結果、同項各号に定める廃棄物の事故由来放射性
物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合
しないと認めるときは、当該廃棄物を特別な管理が
必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された
廃棄物として指定するものとする。



指定廃棄物とは②

東京電力福島第一原子力発電所の事故によって
大気中に放出された放射性物質は、風にのって広
い地域に移動・拡散し、雨などにより地表や建物、
樹木などに降下しました。これが、私たちの日常
生活の中で排出されるごみの焼却灰、浄水発生土、
下水汚泥、稲わらやたい肥などに付着し、放射性
物質により汚染された廃棄物が発生しました。
一定濃度（1キログラム当たり8,000ベクレル）を
超え、環境大臣が指定したものは、指定廃棄物と
して、国の責任のもと、適切な方法で処理するこ
ととなりました。 【特措法施行規則第14条】



指定廃棄物の発生量
第１位は福島県、次いで栃木県・千葉県

福島県 栃木県 千葉県 合計（トン）

• 焼却灰 116,052       2,447       2,724 124,785

• 浄水発生土 2,464         728      0        5,897

• 下水汚泥 10,685       2,200       542 14,867

• 稲わら 3,834      8,137  0       14,242 

・堆肥など

• その他 13,997    21         448 15,109

• 合計 147,032 13,533       3,714 174,900



指定廃棄物等の処理基準

福島事故に伴う事故由来放射性物質の処理基準

10万ベクレル/kg以上 →遮断型構造の処分場

8000～１０万ベクレル/kg →管理型処分場で特別な方法により

8000ベクレル/kg以下 →通常の廃棄物として扱う。【廃棄物の処理
及び清掃に関する法律】※

※第２条（定義）

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふ
ん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であ
つて、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによつて汚染された物
を除く。）をいう。



放射性廃棄物の処理処分に伴う問題点

福島第一原発事故に伴って発生した事故由来放射性物質汚染廃棄物（特定
廃棄物）

100ベクレル/kgのクリアランスレベルと８０００ベクレル/kgの指定廃棄
物基準の矛盾

福島県内で推進されている減容化事業（焼却施設）の問題点

中間貯蔵施設の最終処分場化

最終処分場の設置による環境汚染



基準の問題点
年間の被ばく線量基準

【環境省】
処理施設での追加被ばく線量が年間１ミリシーベルト以下になるように安
全に管理

【問題点】
年間１ミリシーベルトでよいのか☛ECRR(欧州放射線リスク委員会）によ
る提案：０．１ｍSv／現行のドイツ放射線防護令第47 条によれば、原子力
発電所の通常稼働時の空気あるいは水の排出による住民１人あたりの被ば
く線量の限界値は年間0.3mSv である。

放射性物質としての処理の線量基準

【環境省】H24.8.30以降：放射性物質汚染対処特措法に基づく基準
8000Bq/kg

【問題点】H23.8.30以前：原子炉等規制法に基づくクリアランス基準
100Bq/kg



100Bq/kgと8000Bq/kgの違い【環境省】
原子炉等規制法に基づく
クリアランス基準
（100Bq/kg）について
廃棄物を安全に再利用できる基準。

運転を終了した原子力発電所等に
より発生するコンクリート、金属
を想定し、原子力発電所や一般社
会での再利用を推進するために定
めた基準。

廃棄物を再生利用した製品が、日
常生活を営む場所などの一般社会
で、様々な方法（例えばコンク
リートを建築資材、金属をベンチ
などに再生利用）で使われても安
全な基準として、放射性セシウム
について100Bq/kg以下と定めら
れた。

放射性物質汚染対処特措法に基づく指定基準
（8000Bq/kg）について
廃棄物を安全に処理するための基準。

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、埋立処分等）を想定し、安
全に処理するために定めた基準。

8000Bq/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。焼却施設や埋立処分場では排ガス処理、排水処
理や覆土によって環境中に有害物質が拡散しないよ
うに管理が行われていることから、周辺住民にとっ
て問題なく安全に処理することができる。

8000Bq/kg以下の廃棄物を焼却した結果、焼却灰の
放射能濃度が8000Bq/kgを超えた場合には、特別な
処理が必要。広域処理により焼却する場合には、そ
のようなことがないよう、対象とする廃棄物の目安
を焼却炉の型式に応じて240Bq/kg以下又は
480Bq/kg以下のものとしている。









指定廃棄物の指定基準の問題点
１. クリアランスレベルの 100Bq/kg と指定基準の 8,000Bq/kg の相違点

について、行政関係者(例えば新潟県の泉田知事や札幌市の前上田市長

ら)及び専門家をはじめ多くの国民の理解が得られてい ない。ましてや、

特措法に定めのない 8,000Bq/kg 以下の汚染土を公共事業て再゙利用する

方針に関 しては到底容認できない。

２. 環境省が再利用の放尃能レベルを8,000Bq/kg以下にしようとしている

ことについて、田中俊一原子力 規制委員長は、5 月 11 日の定例記者会

見で、「一般論としてみれば、同じ放射能、セシウムならセシ ウムで汚

染されたものが、原子炉等規制法の世界と除染特措法の世界て違゙うとい

うことはよくないと思いま す」との見解を明らかにした。このことから

も環境省の指定基準の設定がダブルスタンター゙ドであり、適切な設定運

用でないことは 明らかである。



指定廃棄物処分計画の問題点①
(1) 指定廃棄物最終処分場の選定手法・選定評価等が杜撰であること

1 宮城県、栃木県の候補地(国有林野)の選定上の問題点 ・過去の災害地
歴に関する詳細な事前把握がなされていない
・2015 年 9 月東北・関東豪雨災害により候補予定地が被災し甚大な被
害が発生 ・下流地域に住民の貴重な湧水水源があることを無視

2 千葉市の候補地(海面埋立地)の選定上の問題点 ・東京湾の活断層や断
層の近傍に立地選定 ・台風、高潮時や巨大地震時の津波で冠水のおそ
れ

・海面立地で千葉県内及び東京湾臨海部でも地盤液状化の危険性か高゙い場

所。現に 3.11 時に予定地 で液状化被害が発生。

・隣接して工場群や近傍に住宅地域、大規模店舗などが存在。



指定廃棄物処分計画の問題点②
(2)指定廃棄物の種類と数量把握が杜撰てあ゙ること

１. 8,000Bq/kg 超の放射能濃度が確認されているにもかかわらず、申請

かざれていないため、指定を受 けていない廃棄物か存゙在する(岩手県、

千葉県)。

２. 種類別数量の算定根拠が定かでない。

３. 「その他」の区分の内訳が不明である(特に千葉県の数量が多い)。

(3)指定廃棄物の保管場所のすべてが公表されていない(とくに民間の場合)

(4)保管方法が屋外でフレコンバッグに収納してシート掛けだけのところが
ある。中にはフレコンハッ゙グの耐用年数を過きでいるものや、破損してい
るものが存在している可能性がある(とくに福島県内の保管場所で多く見受
けられる)。屋外保管のものがある。

(5)立入検査時の放射能測定が空間線量率のみて、゙放射能濃度の測定を行っ
ていない。そのため、減衰による汚染濃度の実態が不明てあ゙る。



特措法の問題点①
１. 立法過程での国民に対する説明と理解を得る適正かつ十分な手続きが
欠落している。

２. 法律条文中に「国民の知る権利」「情報公開」「意思決定過程への参
画」の規定がない。

３. 指定廃棄物の申請手続きに義務規定と任意規定の両面性があるが、指
定廃棄物に該当するものはすべて環境大臣の責任で指定すべき(特措法第
18 条の改正が必要)。

４. 指定廃棄物の指定基準である 8,000Bq/kg と従前の原子炉等規制法で
定められているクリアランスレベルである 100Bq/kg の整合が図られて
いない(「ダブルスタンダード(二重基準)」であるとの 批判)(特措法第 14
条の改正が必要) 

５. 除染廃棄物については指定基準の8,000Bq/kgの適用があるが、除染土壌に
ついては基準の適用がない。しかも農用地以外の土壌については、空間線量
率が0.23μSv/hを下回っていればそれ以上の除染は原則として行わないこ
ととされており、汚染土壌の放射能濃度による除染基準を設けていない。



特措法の問題点②
6. 指定廃棄物中の放射性物質の減衰による指定廃棄物の解除に関する規

定が存在しない ⇒2016 年 4 月 28 日付公布・施行の「特措法施行規則

の一部改正」により指定解除の要件や手続きが規定された。

7. 特定廃棄物(指定廃棄物及び対策地域内廃棄物)の中間貯蔵施設及び減

容化施設並びに最終処分場 (長期管理施設)等の建設・管理・運用に当

たっての適切な環境影響評価、リスクアセスメント(安 全審査)、十分な

情報公開、住民参画(意思決定過程への参画)、独立・中立の監視機関の

設置など の規定がない。

8. 除染対策及び中間貯蔵施設の建設事業にも多岐にわたる問題点を有す

る。

9. 特措法第 5 条には、原子力事業者の責務か規゙定されているが、加害責

任のある東電かま゙ったく関与していない。

【結論】特措法は廃止し、新たに「放射能汚染防止法」を制定すべき。



政策なき環境省、ブレる環境省、犯罪に手を染める環境省

2011年11月11日、「特措法に基づく基本方針」を閣議決定→最終処分
場は１県1箇所（国有地）

2014年4月17日、千葉県市町村長会議で環境省が県有地、民有地も含む
選定手法案を提示

2015年1月28日、望月大臣が茨城県市町村長会議で分割保管を認める
←44自治体に対するアンケートで22自治体が分割保管を希望

2015年1月30日、望月大臣が5000箇所の中から1箇所を選択と表明

2015年4月13日、第７回有識者会議での議論を経て望月大臣が最終処分
場を「長期管理施設」と改称。

2017年３月24日 除染汚職事件で環境省職員起訴


