
②原子力発電所事故への対応 



 原子力発電所事故による警戒区域・避難指示区域が見直されました。 

区域名 概要 

避難指示解除 
準備区域 

 年間積算線量が20ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以下となることが確
実であることが確認された地域 

居住制限区域 
 年間積算線量が20ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄを超えるおそれがあ
り、住民に被ばく線量を低減する観点から、引き続
き避難の継続を求める地域 

帰還困難区域 
 ５年間を経過してもなお、年間積算線量が20ﾐﾘ
ｼｰﾍﾞﾙﾄを下回らないおそれがある、現時点で年間積
算線量が50ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ超の地域 
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○ 原子力災害対策本部は、原子炉の「冷温停止状態」の達成等
により、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、
「警戒区域」及び「避難指示区域」の見直しを順次実施することを
決定。（2011年12月26日） 

 
○ その後、「警戒区域」又は「避難指示区域」を含む11市町村にお
いて順次、「警戒区域」を解除するとともに、「避難指示区域」を見
直し、「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」、「帰還困難
区域」を設定。川俣町の区域見直し（2013年８月７日原子力災害
対策本部決定）により、11市町村の区域見直しが全て完了。 

 
○ 2014年３月10日、原子力災害対策本部は、2014年４月１日に、
田村市における避難指示区域を解除することを決定。（事故後、
避難指示区域の解除は初めて。） 

（2014年３月10日現在） （参考）経済産業省ＨＰ：http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu.html 

≪見直し後の避難指示区域の概要≫ 



◇ 環境省との連携による農地・森林の計画的な除染の推進 
環境省 

（環境再生事務所） 協議 連携 

本格除染 除染の進捗状況に応じて 
生じた諸課題に関して協力 

  

○効果的・効率的な除染に向けた実証
等の実施 

・森林及び農地の除染の適当な方法等
の公表（２３年９月） 

・農地土壌の放射性物質除去技術（除染
技術）作業の手引き（２４年3月）や森林
における放射性物質の除去及び拡散
抑制等に関する技術的な指針（２４年４
月）を公表。 

・農地除染技術を工事実施レベルで実証
し、農地除染対策の技術書を公表（２４
年８月） 。 

・更なる放射性物質除去・低減技術等の
開発を推進。 

 
○環境省及び福島環境再生事務所への

職員の派遣 

 
除染特別地域（警戒区
域・ 計画的避難区域） 

国直轄事業の除染実施計画
の作成 
 

 

汚染状況重点調査地域 
（追加被ばく年１mＳｖ以上） 

 

市町村の除染実施計画の作成 

 

農林水産省 市町村 

市町村が実施 国が実施 

※ 域内11市町村のうち10市町
村で策定。 

※ 100市町村のうち94市町村で 
策定。 

農地土壌の放射性物質濃度分布図
（約450 地点） 

平成25年８月９日農林水産省公表 

※ ５市町で完了   ※ １市（田村市）で完了 

（平成26年1月現在） 

 環境省などと連携し、農地・森林の計画的な除染を進めています。① 
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○  除染については、復興大臣の指揮の下、環境省や農林水産省などの関係省庁が連携して取り組み中。 

○ 当省は、農地・森林の効果的・効率的な除染に向けた技術開発等を推進。 

○ 今後とも、着実な除染の実施に向け、現場の課題に応じた除染技術の開発等を実施。 

【残された課題】 個々の市町村の状況に応じ、復興と連携した除染の加速化・円滑化の推進。 



焼却可能なものは焼却して減容化 

減 
容 
化 
等 

田村市 楢葉町 川内町 飯舘村 川俣町 葛尾村 大熊町 南相馬市 富岡町 浪江町

100% 94% 100% 9% 17% 59% 84% - - -

(100%) (100%) (100%) (21%) (100%) (100%) (100%) (26%) (50%) (13%)

100% 94% 98% 4% 4% 0.1% 37% 0.1% 0.2% -

(100%) (100%) (100%) (23%) (36%) (100%) (100%) (46%) (42%) (15%)

100% 86% 100% 5% 17% 99% 76% 0.1% 0.1% 0.6%

(100%) (100%) (100%) (21%) (55%) (100%) (100%) (43%) (62%) (14%)

100% 94% 100% 0.9% 0.4% 1% 64% - 8% -

(100%) (100%) (100%) (21%) (73%) (100%) (100%) (21%) (51%) (23%)

森　林

道　路

宅　地

農　地

土壌等 可燃物 土壌等 可燃物 土壌等 可燃物

●原発生量

　住居・施設等 69～98 24～33 728～800 14 797～898 38～47

　農用地 478～718 106～148 150～154 24～25 628～872 130～173

　森林（生活圏） 49～196 157～544 49～196 157～544

　その他 34～49 1 28 9 62～77 10

　小  計
629～
　1,061

287～725 906～982 47～48
1,535～
　　2,043

334～773

　合  計
●減容化後発生量（可燃物の20％になると仮定）

　小　計
629～
　1,061

57～145 906～982 9～10
1,535～
　2,043

67～155

　合　計

合　計

（住居・施設等に含む）

686～ 1,206 915～ 991 1,601～ 2,197

917～ 1,786 953～ 1,029 1,870～ 2,815

国直轄 市町村

資料：環境省「除去土壌等の中間貯蔵施設の案について」（平成25年12月） 
  注：①この表における農用地とは田、畑、牧草地・果樹園等のことである。 
    ②このほか、中間貯蔵施設に搬入されることになる福島県内の指定廃棄

物等（10万Bq/kg超の焼却灰と仮定）は、約2.1万t（約1.8万㎥）と推計。 

資料：環境省除染情報サイト 

（上段は実施率、下段は発注率） 

◇ 国直轄除染地域の進捗状況 ◇ 福島県における除去土壌等の推計発生量 
（単位：万㎥） 

【参考】福島県における除去土壌等の処理について （イメージ） 
除染に伴う土
壌・廃棄物  

県内の廃棄物 
（10万Bq/kg超の  
 焼却灰を想定） 

仮置場 
中間貯蔵 

施 設 平成25年12月、環境省では福島県並びに楢葉町、大熊町、 
双葉町に対し、中間貯蔵施設の設置受入れに係る要請を
行ったところ。 

最終処分へ 

平成26年1月末現在 

 環境省などと連携し、農地・森林の計画的な除染を進めています。② 
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○  国直轄除染地域（除染特別地域）については、田村市で終了したものの、市町村ごとに様々な事情から遅れ
が生じていることから、除染実施計画を見直し、農地や森林等についても現実的なスケジュールを設定。インフ
ラ復旧や営農再開のスケジュール等に連動して、除染を実施する方針。 

○ 除染の加速化・円滑化のため、当省においても環境省など関係機関と連携して取組を推進。 

【残された課題】 地元の意向を踏まえた中間処理及び最終処分体制の整備が重要。 



土壌の放射性 
セシウム濃度 

適用する 
主な技術 

～ 5,000 
(Bq / kg) 

反転耕、移行
低減栽培(※)、 
表土削り取り
(未耕起圃場) 

5,000  ～
10,000 

(Bq / kg) 

表土の削り取り、
反転耕、水によ
る土壌撹拌・除
去 

10,000 ～
25,000 

(Bq / kg) 
表土削り取り 

25,000  
(Bq / kg)～ 

固化剤を使っ
た表土削り取り 

 農地除染の実証事業で、放射性セシウム濃度の大幅な低下を確認しました。 
○ 現地のほ場における実証試験を踏まえ、土壌中の放射性セシウム濃度や地目に応じた農地土壌の除染技術の適用の考え方

を提示(平成23年９月14日)。環境省の「除染関係ガイドライン（第２版）」に内容が反映(平成25年５月２日)。 

○ 確立された技術を着実に現場で導入するため、必要な用具や具体的な作業手順等を示した農地土壌の除染技術の手引き（平
成24年３月２日）や、工事実施レベルでの実証を踏まえ施工上の留意点等を示した「農地除染対策の技術書」（平成24年８月31
日）を公表。実証では、表土削り取りにより土壌の放射性セシウム濃度が８～９割減少するなどの効果を確認。 

水による土壌撹拌・除去
（水田） 

反転耕(畑、水田、牧草地) 

固化剤を用いた
削り取り 

芝・牧草の 
はぎ取り 

移行低減栽培 

表土の削り取り 
（畑、水田、牧草地） 

 

資材施用区の耕うん  

※ 作物による土壌中の放
射性セシウムの吸収を抑制
するため、カリウム肥料を
施用する栽培方法。 

  

土壌の放射性セシウム濃度別適用技術 
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【残された課題】 被曝が懸念される高濃度汚染地域での除染が本格化することから、より安全で効率的な土壌除染技術体系の確
立が必要。そのため、除草から除去土壌の袋詰めまでの一貫作業体系における作業時間や作業者の被曝量等のデータを収集
し、作業マニュアルを提示する予定。 



 避難指示区域等において農地・農業用施設等を復旧しています。 

○ 避難指示解除準備区域の営農再開に向けて、農地・農業用施設等の災害復旧事業を迅速に実施。 

○ 県や市町村による農地・農業用施設等の災害復旧事業が迅速に進むよう支援。 

○ 農地の除染と区画整理の一体的実施に向けた取組を推進。 

南相馬市の排水機場について、知事から要請を受け、直轄で本格
復旧工事を実施中。 

農地海岸については、県が本格復旧を実施中。 

国営かんがい排水事業「請戸川地区」の大柿ダム、幹線用水路等
について、被災状況調査及び復旧工法検討等を実施し、災害復旧
計画を策定。大柿ダムは、26年度の工事着手に向け準備中。 

 

今後の主な取組 

 請戸川地区については、段階的に復旧する方針であり、26年度から、大柿ダム等を直轄により復旧事業に着手する。（早期の営農再開を希
望する区域では、当面、地区内河川の自流を活用したかんがい用水確保を検討）。 

○ 農業用施設等の復旧 

これまでの主な取組 
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 県や市町村に対し復旧・整備の方針検討等の支援を行うとともに、県や市町村が25年度から農地やため池等の災害復旧事業に順次着手。
【福島農業基盤復旧再生計画調査】 

排水機場の応急復旧状況（谷地排水機場）  

【残された課題】居住制限区域における農地・農業用施設等の復旧準備と、帰還困難区域における農業用施設の保全。 

 農地の除染と区画整理の一体的実施について、関係機関からなる推進体制を整備し、モデル的に川俣町及び郡山市において実施。 

 請戸川地区については、受益地の避難指示区域の見直し等に合わせて段階的に復旧する方針であり、26年度から、大柿ダム等を直轄により
復旧事業に着手する。（早期の営農再開を希望する区域では、当面、地区内河川の自流を活用したかんがい用水確保を検討）。 

広野町

伊達市

いわき市

南相馬市
（2012/4/16~）

飯舘村
（2012/7/17~）

楢葉町
（2012/8/10~）

大熊町
（2012/12/10~）

富岡町
（2013/3/25～)

川内村
（2012/4/1~）

浪江町
（2013/4/1～）

葛尾村
（2013/3/22～)

福島第一
原子力発電所

福島第二

原子力発電所

大柿ダム

幹線用水路

受益地

*村上第二排水機場

小沢排水機場

*小浜排水機場

谷地排水機場

村上排水機場

福浦南部排水機場

*塚原第二排水機場

直轄特定災害復旧事業
南相馬地区 *は応急復旧済み

小野町

避難指示解除準備区域
居住制限区域
帰還困難区域
避難指示を解除する区域

排水機場
農地海岸
ダム

凡例

双葉町
（2013/5/28～）

川俣町
（2013/8/8～）

田村市
（2014/4/1~）

2014年３月10日時点 
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