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改正の履歴 

年月日 改正等の要因 改正等の内容・箇所 

平成 23年 9月 1日 大玉村除染計画(第 1版)策定 除染の緊急実施のため「除染に関する緊急実

施基本方針(平成23年8月26日原子力災害対

策本部決定)」に則り作成 

平成 23年 12月 7日 大玉村除染計画(第 2版)策定  

平成 24年 9月 7日 大玉村除染実施計画(第 3版)策定 特措法の施行に基づき改定 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※本計画は、「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)に関連して今後

示される環境省令に合わせた見直しや新たな除染手法の導入等による計画内容の修正を図ることになる。その

時期、改正となった要因やその内容などを記録する。 
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第１ 背景 

  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東京電力株式会社福島第一原子

力発電所の事故により、福島県を中心とした広範囲に放射性物質が拡散し生活への不安や風評

被害等経済活動に大きな影響をもたらした。本村においては、放射線量把握と平行して公共施

設及び学校の運動場や公園の一部の除染作業をいち早く実施した。しかしながら、放射性物質

が土壌表面や雨どいなどに吸着し未だに高い放射線量が計測されている。 

放射性物質の除去(除染)は本来、国と東京電力が行うべきであり、国は、放射性物質による

除染の除去及び除去物の処理等は責任を持って取り組むとしているが、計画的避難区域及び警

戒区域以外の市町村は独自で除染を開始せざるを得なかった。 

このため、本村では、住民とりわけ将来を担う子どもたちの健康と生命を守る放射線量低減

の「除染に関する緊急実施基本方針(平成 23年 8月 26日原子力災害対策本部)」に基づく「大

玉村除染計画」を策定し放射性物質の除染活動に邁進してきた。 

  本計画は、平成 23年 8月に制定された「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」(以下「特措法」という。)による除染実施計画であり、大玉村内の除染に関

する抜本的なもので、先の大玉村除染計画を引き継ぐものです。 

なお、今後示される環境省令に合わせた見直しを行うなど適宜改訂する。 

 

第２ 放射線量の分布と予測 

村内の放射線量測定は、福島県が大玉村役場前駐車場で平成 23年 3月 17日より平成 24年 3

月 31日まで 1日 2回実施された。その結果を図 1に示す。 

事故により放射性ヨウ素と放射性セシウムが大気中に大量に放出されたと考えられ、ヨウ素

131、とセシウム 134、137 が主な放射線量の線源と見られていた。現在では、村内には事故に

よるヨウ素 131 はほとんど存在しないと考えられるため、主線源は放射性セシウムとなり、セ

シウム 134の半減期が約 2年、同 137の半減期は約 30年であるので、今後 2年間は、セシウム

134の衰退による放射線量の低下が見込める。しかし、その後は、両者の半減期の関係から低下

する割合は鈍化になると予測する。 

大気中に漂っていた放射性物質は、地上に降り、雨水等により洗い流され道路側溝や集水桝、

住宅等の雨どい、くぼ地等に流れ着き濃縮している。田・畑・牧草地の農地や森林等は放射性

物質が沈着しやすい土壌性状であることから放射性セシウムが残っているため放射線量が高い。

このような場所は視覚的にも線量が高いと認識し易い。 

平成 23年 6月下旬から 7月上旬にかけて大玉村職員による村内の放射線量測定を実施した。

住居、約 1,500 世帯を訪問しその周りを測定した。余震が続き原発事故の収束の見込まれない

中、測定器の準備も万全でなく、初めて扱う機器等に戸惑いがあったが有効な数値を集めるこ

とが出来た。その結果を表 1に示し、それらを基に作成した汚染分布図(大玉村職員の測定によ

る汚染分布図)を最終頁の参考資料に掲載する。この測定結果から全域に放射性物質が飛散して

いることが分かっている。空間線量率は、特に、村の東端の地域である大玉 11区及び同区の北

西側に隣接している大玉 16区が相対的に高くなっており、更に、これら両区に隣接する大玉 12

区、13区、15区の一部にも空間線量率の高い場所が見られた。前記以外の地域にも地形的条件

によるものと思われる数値の高いところが点在している。 
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また、文部科学省では航空機による空間線量率の測定を行っており、この測定結果を基に環

境省が汚染分布図を作成している。この汚染分布図と先の大玉村職員の測定による汚染分布図

は非常に一致している。大玉村職員の測定による汚染分布図と文部科学省が主体となって実施

した航空機モニタリング測定結果から環境省が作成した汚染分布図(平成23年9月28日現在の

値に換算)を参考資料として添付する。これらの測定結果や汚染分布図を本除染実施計画の範囲

を決める基本にする。 

 

 

図1 大玉村役場前の空間線量率推移(単位：マイクロシーベルト/時間) 

 

表1 大玉村行政区の各地域における空間線量率(単位：マイクロシーベルト/時間) 

区 組(地域) 測定結果の範囲 区 組(地域) 測定結果の範囲 

1 
小姓内 0.88～0.45 

11 

あさひ台 1.95～0.73 

新栄 1.19～0.52 仲北 1.49～0.64 

2 

下町 1.03～0.41 島向 1.54～0.70 

中町 0.84～0.39 東 1.90～0.71 

上町 1.07～0.29 高屋敷 1.73～0.80 

3 

台 0.82～0.36 あたご台 1.75～0.77 

西庵 1.08～0.58 新仲北自治会 1.75～0.70 

西原 1.20～0.47 諸田 1.91～0.87 

寺久根 0.88～0.40 岩高 2.10～0.66 

大場北 1.03～0.31 

12 

宮ノ下 1.35～0.43 

大場南 1.10～0.49 戸ノ内 1.08～0.65 

山口 1.00～0.60 二子塚 1.10～0.55 

あだたら団地 0.88～0.44 新田 1.25～0.50 

中森 0.69～0.32 新田第二 0.98～0.73 

0

1

2

3

4

5

6

μ
S
v
/h
 

月日 

大玉村役場前駐車場の空間線量率推移 
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築舘 0.49～0.48 

13 

住吉 1.30～0.35 

組外 0.81～0.51 仲ノ沢 0.79～0.40 

4 

堺 1.29～0.75 神原田 0.80～0.32 

親農 1.10～0.45 後川 0.69～0.41 

的場 0.81～0.31 学校 1.15～0.48 

板髭 0.85～0.57 木ノ下 1.12～0.46 

北ノ内 1.25～0.50 谷地 1.07～0.44 

馬喰内 1.03～0.48 フレンドパーク 0.70～0.46 

中原 0.89～0.63 木ノ下キッズ 0.79～0.47 

5 

鋤友 0.65～0.30 学園 0.91～0.52 

板倉 0.69～0.32 赤坂 1.05～0.63 

永行 0.82～0.38 新星 0.81～0.64 

新田 0.57～0.30 川崎原 0.83～0.50 

親交 0.57～0.33 仲ノ内 1.01～0.71 

吉丸 0.44～0.30 行屋 0.60～0.36 

沢振 0.65～0.29 こがね台 0.70～0.66 

6 

西栄 0.79～0.34 

14 

原 0.80～0.44 

定場 0.48～0.30 山崎 1.03～0.50 

長井坂 0.39～0.25 新座 0.85～0.42 

7 

西北 0.76～0.37 小泉 0.94～0.37 

下一 0.80～0.38 皿久保 0.71～0.26 

上部 0.81～0.44 上原 0.78～0.54 

下二 1.01～0.41 天王 0.76～0.35 

西部団地 0.75～0.71 

15 

三番 1.02～0.45 

8 

一班 0.75～0.36 四番 1.13～0.46 

二班 0.79～0.38 五番 1.05～0.58 

三班 0.68～0.23 八番 0.92～0.42 

四班 0.72～0.37 

16 

一番 1.42～0.65 

9 

小高倉 0.65～0.37 二番 1.36～0.92 

南小屋下 0.63～0.34 六番 1.10～0.47 

横堀平 0.53～0.30 七番 1.27～0.56 

南小屋上 0.55～0.33 組外 2.10～0.80 

10 

馬場平 0.60～0.48 17 守谷山 0.51～0.26  

平和 0.80～0.34 

 

  

前ヶ岳 0.57～0.38 

東光 0.49～0.34 

森林 0.60～0.36 

※ H23年 6月 23日～7月 3日での測定。測定器はポリマスター社 PM1703M0-1、屋外生活空間での

高さ 1mを計測。 
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第３ 除染方針 

  大玉村の村民とりわけ将来を担う子どもたちの健康と生命を守り、生活空間の放射線量低減

を図るため、国・県・村・住民・事業者等の相互協力により、放射性物質による汚染の除去に

取り組む。放射性物質の除染は、放射線量の低減は勿論のこと、風評被害等を払拭し、大玉村

全域を事故前の状態に戻すことになる。 

  除染の対象や手法については、「除染関係ガイドライン」(平成 23年 12月第 1版環境省)に基

づき実施する。 

  しかしながら、村内全域を一斉に除染することは困難であることから、実施箇所及び実施内

容等を考慮し優先順位を付け、複数年計画で除染を進める。 

また、当該事業は、除染場所の所有者や関係者との協議、同意が要すること、迅速な除染作

業や効率的効果的な除染工法、線量低下を求めることから綿密な事務取り扱いにする。 

なお、除染に係る全ての費用及び技術的支援のうち、特措法に基づく除染については、国の

責任で行うこととする。 

 

第４ 除染実施区域 

文部科学省が主体となって実施した航空機モニタリング(平成23年9月28日現在の値に換算)

の測定結果から大玉村全域で年間の追加被ばく線量が１mSv 以上であることが判明しているた

め、大玉村全域を対象に除染を行うことを基本とし、その後の放射線量調査の結果や建物、土

地所有者の意向により実施する除染内容を選定する。 

【本計画書中での放射線量等の定義】 

追加被ばくとは；今回の事故により受けるようになった放射線量のこと。今は、事故とは関係

の無い自然由来のものと事故由来のもの、両方の放射線を受けている。1日のうち屋外に 8時間、

屋内に 16時間居ることを想定して年間の追加被ばくを計算している。 

屋外放射線量の測定高さは；1mを基本にする。 

追加被ばく年間 1mSvを超える場合の屋外放射線量は；0.23μSv／h以上の場合。 

追加被ばく年間 5mSvを超える場合の屋外放射線量は；0.99μSv／h以上の場合。 

 

第５ 計画期間 

  計画期間は 5年(平成 23年 9月～平成 28年 8月)とし、平成 25年度までを重点期間とする。 

 

第６ 目標 

  当計画の除染方針により除染を進め、健康や生活環境への影響軽減を第一に考えることから、

一日も早く村全域の年間追加被ばく放射線量を 1mSv以下(0.23μSv／h以下)にする。 

しかし、短期間でこの数値に達することは厳しいこと、地域における汚染分布の違い、子供

たちのことを優先的に考えるなどを考慮し、重点期間での低減目標を次のとおりとする。目標

値には、除染による効果と放射能の自然減衰が含まれる。 

① 年間の追加被ばく放射線量が文部科学省が主体となって実施した航空機モニタリング

(平成 23年 9月 28日での換算値)において 5mSv以上の地域及び学校、公園など子供の活

動が主となる施設や場所の目標値は、その平均的な空間線量率を平成 25 年度末までに、

文部科学省による航空機モニタリング測定結果の平成 23 年 9 月 28 日現在換算値から約
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60%を低減する。 

② ①以外の地域については、①同様の比較により約 50%の低減とする。 

  除染の実施前には詳細に放射線量の測定を行いますが、その際生活空間の平均的な空間線量

率が0.23μSv／hを下回っている場合には、側溝や雨どい下等の局所的汚染箇所などを調査し、

その地点の線量が有意に高いことが認められた場合には、その原因に対応した効果的な除染作

業を選択し実施する。 

 

第７ 除染の優先順位 

（１）放射線量による優先順位 

村が測定した放射線量及び妊婦や乳幼児等の積算線量の測定結果により大玉 11 区及び

16区が村内での放射線量の高い地域である。高い地域から優先的に除染を進めることから、

この地域を最優先に除染を実施する。 

なお、放射線量が低い地域であっても、子どもの生活圏や公共施設の有無等を考慮し除

染を行う。 

  

（２）除染対象による優先順位 

    村民(特に子ども、妊婦)が長時間滞在する生活空間や多人数が集う公共施設や活動空間

を最優先に除染する。事業所・団体等が所有(管理)する施設についても、一般住宅と同様

に除染を進める。 

また、農地や森林は、それらが持つ特異的機能等を考慮し、影響を与えている範囲や放

射線量、放射性物質量により除染の手法を選択し実施する。生活圏に隣接する森林の除染

作業は、家屋除染を行った後の線量変化により実施可否の判断をする。 

なお、洗浄作業は汚染水が発生し下流へ流れること、汚染土砂は下流域の施設に滞留す

ることから効果的な除染作業となるよう位置関係を確認し実施時期や順番を決定する。 

 

表 2 除染対象の優先順位と除染内容 

優先順位 除染対象 除染内容 

１ 学校・幼稚園・保育所 

屋根・雨どい・壁・側溝や路面の清掃、拭き取り、

ブラシ洗浄、高圧洗浄、除草、枝葉の剪定及び除去、

校庭・園庭の表土入替、客土、汚泥除去 

２ 
通学路・生活道路 

(村道・国道・県道等) 

ブラシ洗浄、高圧洗浄、側溝清掃、泥等の掻き出し、

除草 

３ 
公共施設・公園・遊園地・そ

の他同等施設 

屋根・雨どい・壁・側溝や路面の清掃、拭き取り、

ブラシ洗浄、高圧洗浄、遊具洗浄、除草、枝葉の剪

定及び除去、表土入替、客土、汚泥除去 

４ 

家屋・宅地 

(一般住宅・事業所・工場・賃

貸住宅) 

屋根・雨どい・壁・側溝や路面の清掃、拭き取り、

ブラシ洗浄、高圧洗浄、除草、枝葉の剪定、表土入

替、客土、落葉の除去 

生活圏森林 枝葉の剪定、落葉の除去、除草 



6 

５ 

その他の道路 

(村道・国道・県道等) 

ブラシ洗浄、高圧洗浄、側溝清掃、泥等の掻き出し、

除草 

農地 

耕作されていない 

表土除去及び客土、水による土壌攪拌・除去、反転

耕・深耕、水路の清掃、肥料・有機質資材・土壌改

良資材等の散布、畦畔・農道の除草 

耕作されている 
反転耕・深耕、水路の清掃、肥料・有機質資材・土

壌改良資材等の散布、畦畔・農道の除草 

永年作物が栽培され

ている 

表土除去及び客土、水路の清掃、除草、粗皮削り、

樹皮の洗浄、剪定 

牧草地 

表土除去及び客土、反転耕・深耕、水路の清掃、肥

料・有機質資材・土壌改良資材等の散布、畦畔・農

道の除草 

森林(その他) 今後、国から示される方針に基づき対応 

※除染実施区域内で除染を行う際には、除染関係ガイドライン(平成 23年 12月第 1版環境省)及

び福島県の定める「除染対策事業実施要領」の内容に則って除染を行います。しかしながら、

除染作業後のモニタリングにより、放射線量の低減効果が見られなかった場合には、国、県と

協議を行います。 

※農地等の表土剥ぎ取りは良質土壌の損失になる点に留意し、放射性物質の農作物への移行結果

や作付制限等を考慮し選定します。 

※除染にあたっては、除去土壌等の発生抑制にも配慮します。 

 

第８ 除染の実施者及びスケジュール 

（１）除染の実施者 

  大玉村が主体となり村内全域の除染を進め、技術的支援及び財政的支援は国の責任で行う。 

  また、国・県・独立行政法人の管理する施設・土地における、具体的に除染を実施する区域、

除染方法等については、今後、国・県・独立行政法人と協議し定めることとします。 

 

表 3 除染対象と除染実施者 

除染対象 実施者 

学校・幼稚園・保育所・公共施設・公園・遊園地・その他同等施設 
村・国・県・村民※ 

通学路・生活道路・その他の道路 

一般住宅・生活圏森林 村(所有者) 

事業所・工場・賃貸住宅 村(管理者・所有者) 

農地、牧草地 村(所有者・借用者) 

森林(その他) 
村・国・県 

(所有者・借用者) 

独立行政法人が管理する土地 独立行政法人 

※早期除染には、地域住民の自主的な協力が必要です。今後、村では、地域の意向を伺いながら、

福島県の「線量低減化活動支援事業(平成 23年～平成 24年)」を活用し、行政区等の範囲で行う
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協働除染についての取り組みを進めます。 

 

（２）除染のスケジュール 

除染の着手などは次のとおりです。 

 

表 4 除染対象毎のスケジュール 

除染対象 
平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度～ 

重点的実施期間 除染調整期間 

学校・幼稚園・保育所・公

共施設・公園・遊園地・そ

の他同等施設・通学路・生

活道路 

緊急的実施 関連施設を除

染 

線量調査により継続実施 

一般住宅・生活圏森林・事

業所・工場・賃貸住宅・農

地・牧草地・その他の道路 

除染先行的実

施、大玉 11区

の一部 

除染本格的実施、大玉 11,16,12

区、大玉 15,13,4,3,2,1 区、乳

幼児世帯(15,13,4,3,2,1区と同

順位)、その他の行政区 

線量調査によ

り除染実施 

森林(その他) 未定 

※空間線量率が高い施設や箇所については、随時実施する。 

 

第９ 除染対象毎の除染方法 

  除染対象毎の除染方針及び方法については、各地域の状況や放射線量に差異があることを考

慮し、機を逸せずに地域ぐるみで除染作業を迅速に行うことも必要である。 

（１）学校・幼稚園・公園等 

    小中学校及び幼稚園、保育所等の校庭・園庭は除染対策が完了しており、放射線量の低

減化が図られている。今後は、プールや駐車場等の除染作業を実施し、校内の側溝清掃や

高圧洗浄等を行いながら施設全体での線量の低減を進める。 

また、公園の除染は、一部で除染対策が進んでいるが、残りの施設を同様の方法により

計画的に実施する。校庭・園庭や公園の遊具は、高圧洗浄機、洗剤を使った洗浄やブラッ

シングなどの方法を行う。 

ただし、レンガなど多孔性の素材を使用している施設については、孔の中に吸着した放

射性物質の除去は難しく、洗浄による除染の効果が十分みられない場合もある。 

前記以外の公共施設や地域の公共的施設の除染は未実施であるので、線量の高い地域の

建物と当該敷地の除染を進める。 

 

（２）家屋・宅地 

家屋や庭は、日常生活において最も長く滞在することが想定される場所であるため優先

して実施する。具体的な方法としては、枝葉の剪定、軒下などの除草、雨どいの清掃を行

う。合わせて屋根や雨どい、コンクリート部分の高圧洗浄及び庭土の表土除去などを行う。 

また、側溝内においても、雨水が流れ込み、泥等の滞留により放射線量が高くなる傾向

にあることから、側溝内の泥等を除去した後、高圧洗浄水で丁寧に洗い流すことが重要と
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なる。 

事業所や集合住宅等も同様に除染をすることとし、駐車場は高圧洗浄か表土の剥ぎ取り

を実施する。ただし、大型店舗や工場等の面積の広い屋根、或いは、複雑な形状を有して

いるような外観の高圧洗浄は、当該施設の屋内や近接部の空間線量値により、著しい影響

が有る場合に実施を検討する。 

 

（３）道路（歩道）、側溝等 

アスファルトで舗装された道路(歩道)は、アスファルトの継ぎ目、ひび割れ部分のブラ

ッシングや側溝・集水桝の清掃 (側溝・集水枡内の泥の除去)後、高圧洗浄などにより、線

量の低減化が可能。これに加え、路肩の剥ぎ取りや砂利道の砕石の入れ替え等により、一

層の除染・線量低減を図る。ただし、路肩の剥ぎ取りや砂利道の砕石の入れ替えは大量の

汚染土壌が発生することから、先ずは、清掃などを実施しモニタリングを行い、なお、放

射線量が下がらない場合にその実施を検討する。 

また、道路や側溝は周辺の森林や農地の影響による再汚染の可能性があり、除染の効果

が持続しないことも想定されるため、必要に応じてモニタリングを行う。 

側溝桝等に沈殿している汚泥は高含水率であるため除染作業時の取り扱いに苦慮する。

処理工程の工夫が要する。 

    なお、歩道(特に通学路)等の除染実施にあたっては、地域ぐるみ(行政区等)で自主的な

除染活動を行う際の説明会などを開催する。 

 

（４）生活圏森林、森林 

    道路・公園の除染とあわせ、街路樹・園内の樹木などの除染を行うことで、歩行者・利

用者の被ばく低減、再汚染の抑制を行うことができる。 

 効果的な除染方法は、樹種によって異なるが、事故発生時に葉がついていた常緑樹は、

枝葉に放射性セシウムが付着していると考えられるため、枝葉の剪定や周辺の落葉等の堆

積有機物の除去を行う。この場合、どの程度の枝葉を剪定するかは、放射線量の度合いや

その樹木の果たす役割、周辺の利用状況を考慮して行う。 

    一方、落葉樹は一般的には事故発生時に葉が付いていなかったものと考えられるため、

周辺に残っている落ち葉の除去を重点的に行う。 

    なお、住宅周辺の防風林等に付着した放射性物質が居住地へ与える影響は大きいと考え

られるため、樹種による除染作業の違いはあるものの重要な作業として捉える。 

また、森林は広大な面積であることから除去物は大量に発生することや防災や環境保全

などの多面的機能を有していることなどを考慮し実施することがなくてはならない。林縁

から 20m 程度の範囲を目安に、必要に応じて順次拡げるような検討や除去物の拡散防止の

工夫など予めの準備が必要である。先ずは、周辺の放射線量を把握し除染範囲や作業内容

を決定する。 

 

（５）農地、牧草地 

    平成23年9月14日に農林水産省がまとめた「農地土壌の放射性物質除去技術(除染技術)

について」では、土壌中の放射性セシウム濃度が 5,000Bq/㎏以下の農地の場合は、廃棄土
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壌が発生しない反転耕等を行い、土壌中の放射性セシウム濃度が 5,000Bq/㎏超の農地では、

表土削り取り、水による土壌攪拌・除去又は反転耕(プラウ耕)の実施が適当としている。 

本村は農用地が広範囲に渡り、居住地に隣接しているので農地の除染や汚染された農業

系廃棄物の撤去や遮へい対策は、線量低減の重要なポイントになる。また、資源循環型の

農業が確立、定着しているので物質収支についての観点も重要であると認識する。地目、

作付品目、土壌中の放射性セシウム濃度、周囲の環境や土壌条件、除染効果等を考慮し、

土地所有者や学識者からの意見を伺い実施することになる。 

なお、農用地は、長年に渡る土壌改良や施肥によって良質化が図られているので、良質

土壌の損失とならない除染方法の選択が重要で、必要に応じ、地力を回復するための手段

を講じることも有る。 

更に、除染の取り組みに加え稲わらやもみ殻、非食用農作物等を農地に残すより撤去し

た方が放射性物質の減量になるので、放射線量の効果的な低減を目指すことを目標に処理、

処分方法の検討を要する。 

 

第１０ 除染に伴う土壌等の処理 

除染に伴って発生する汚染土壌については、国が最終処分することを確約しているが、場所

の選定や処分計画等が不透明であり、搬入開始までには相当の時間を要すると思われる。この

ままでは除染作業が進まないので、大玉村全域からの汚染土壌等を一括して仮置きする「村の

仮置場」の確保を図る。村の仮置場の設置には、国や日本原子力研究開発機構（JAEA）等の情

報や支援策をもとに、放射線の防護、放射性物質の汚染対策を十分に施す。 

  一方で、通学路などは迅速な除染作業が求められていることから、公共的な生活道路等の除

染により発生した汚染土壌は、村内の行政区毎に地域としての仮置場を選定し埋設することと

する。地域の仮置場は、長期的な管理と安全確保を要するため選定後は村が維持管理を行う。 

なお、公共施設や個人の宅地等から発生した汚染土壌は、可能な限りそれぞれの発生敷地内

での仮置き(埋設など)を基本とする。 

 

第１１ 仮置場の維持管理等 

（１） 仮置場での保管方法 

村は、行政区等の協力を得るなど地域の実情や除染実施箇所を考慮し、除去土壌等の総

量に基づき仮置場を設置する。 

除去土壌等の保管方法は、除去物をまとめて地下に埋設する方法の地下保管と地上に置

く地上保管がある。地上保管は覆土により放射線を遮へいする。地下保管で仮置きを行っ

た方が放射線の遮へいは比較的容易だと考えられる。仮置きの方法は、除去土壌等の発生

量やその後の維持管理を考慮し選択する。 

また、ガス発生の基となる草木を多量に保管することは避ける。避けられない場合は、

ガスの抜けやすい詰め方や排気可能な構造をとる。 

① 地下保管 

・帯水層に達しないよう注意し、除去土壌等を仮置きするための穴を設ける。 

・穴の底面及び側面に予め遮水シートなどを敷き、水が地下に浸透しないようにす

る。 
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・除染土壌等は梱包資材(土のう袋やフレキシブルコンテナ)などを使い、穴に投入

する。 

・覆土をし、雨水浸入防止のため遮水シートなどで覆い、更に遮水シート等保護の

ため覆土する。 

② 地上保管 

・土壌の上に山積みしようとする場合には、その場所に予め遮水シートなどを敷き、

水が地下に浸透しないようにする。 

・除去土砂等は梱包資材(土のう袋やフレキシブルコンテナ)などを使い、遮水シー

トなどの上に置く。 

・覆土をし、雨水浸入防止のため遮水シートなどで覆う。 

  

（２）除去物の収集運搬や仮置場での管理 

    村内の除染活動が実施されれば膨大な除去土壌等が生じ、集積すれば高線量を放つ土壌

の塊となるため、除染作業や運搬時において適切な処理や措置を講ずることが必要である。 

① 除去した汚染土壌等の運搬 

除染により生じた土砂等は、仮置場まで輸送する際に飛散しないよう、シートを被

せる又はフレキシブルコンテナや土のう袋等に入れて運搬する。このとき、仮置き方

法や作業工程等を考慮し資材の素材を検討する(耐水性や耐久性のあるものの選択等)。 

また、運搬時には積まれた除去物による放射線量の影響の有無を確認するため、測

定を実施する。 

なお、今後、国で示す減容化技術を踏まえつつ、処分や保管の際に可能な限り減容

化を図る。 

② 作業の効率化 

低線量の除染物でも一か所に集まればその線量は高まります。少しでも受ける放射

線量を避けるため、除染作業の効率化や速やかな運搬を実施する。 

また、同様に仮置き場での袋詰め作業の効率化を図るため、運搬量によっては作業

施設を設ける。 

③ 適切な遮へいの実施 

除去土壌等が一定量溜まった段階で、十分な覆土で囲むなどの方法にて、仮置場の

敷地境界での放射線量が周辺環境と同水準になる程度まで遮へいを行う。 

 

    表 5 覆土厚さと遮へい効果      表 6 コンクリート厚さと遮へい効果 

5ｃｍ 51％減  5ｃｍ 57％減 

10ｃｍ 74％減 10ｃｍ 79％減 

15ｃｍ 86％減 15ｃｍ 89％減 

30ｃｍ 98％減 30ｃｍ 99％減 

 

④  継続的なモニタリングの実施 

仮置場の設置後は定期的に放射線量の測定を実施する。測定は週に 1 度以上の頻度

で仮置場の敷地境界とする。周辺の放射線量よりも著しく高い測定値が示された場合
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には、覆土の増量など追加的な遮へい対策を行う。 

また、地下水への影響を把握するため、月に 1度以上の測定を行います。 

⑤  安全対策 

仮置場には看板での表示やロープ等での囲い、出入口の施錠などの措置を講じ、不

要な立ち入りが無いようにする。 

また、埋め立て場所が不明にならないよう、埋設した位置や保管の方法を記録する

とともに、除去物が掘り返されることがないよう、土地の所有者等に対する注意喚起

を促す。 

更に、仮置場の管理運営は村が行うこととし、各行政区の協力を得て不法投棄の防

止対策等を実施し、監視体制の強化を図る。 

 

 （３）仮置場の撤去及び国への要求 

仮置場の管理については村が行い、国の中間貯蔵施設が完成した際には、仮置きした汚

染土壌等を当該施設へ速やかに運搬するためにも台帳等により的確に管理し確実に実施出

来るようにする。 

    また、中間貯蔵施設の設置は、国の喫緊の課題として早急に行うよう要求する。 

 

第１２ 除染実施後の対応 

（１）除染作業による効果の検証 

除染効果の有無について、作業の節目や作業終了時に放射線量の計測を行うことが重要

です。この際、住民の日常生活における被ばく量の低減という今回の除染作業の目的に合

致するよう、住居や公共スペースなど、多くの方が長時間滞在する箇所(バス停留所、集会

所等)で効果の検証を行う。 

 

（２） 放射線量が低減しない場合の対策 

国が示したガイドラインに沿って除染作業を行っても線量が低減しなかった箇所につい

ては、関係機関と協議し、新たな除染方法や防護措置を検討する。 

   合わせて、国へ線量低減に向けた除染技術の確立や財政的支援の要求を検討する。 

 

（３） 継続的なモニタリング 

地形により汚染が蓄積していた箇所などは、除染後に再度汚染される可能性がある。ま

た、除染作業により地形などが変化した結果、新たな汚染箇所が発生する可能性も否定で

きない。 

除染前後の短期間による効果の検証の他、今後数年間に渡るモニタリングも要すること

からも個々に放射線量測定器を持つことは防護対策や線量測定値等の情報共有を図るうえ

でも重要なことと思われる。 

 

 （４）仮置場台帳の整備 

    除染により発生した汚染土壌等の仮置場を設置した場合、場所や数量、埋設ポイント(掘

削面積・深さ・対策)等を記録し、台帳として整備する。 
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第１３ 地域等で行う除染活動への支援 

 （１）放射線量測定器の貸与 

    各行政区の世帯数に応じて村所有の放射線量測定器(Radi PA-1000)を長期的に貸与し、

放射線量測定に係る地域住民の利便性の向上を図る。 

また、事業所及び行政区へ加入されていない方々へは、村で直接貸与する。 

 

（２） 除染作業への支援 

① 各行政区へ支援職員(大玉村職員)を配置し、除染技術支援及び相談支援等を行う。 

② 除染等に係る講習会及び講演会等を開催する。 

③ 村は、県の「線量低減化活動支援事業(平成 23年～24年)」を活用し、行政区等が

自主的に協力して空間線量率の低減化を実施する場合に補助金を交付する。 

 

第１４ 除染推進体制の構築 

  村内の除染を効果的かつ迅速に実施するため、関係機関や村内事業者等の協力を仰ぎ、推進

体制を整える。 

  除染作業は、高度な技術、機械化を要するものであることから、専門職、機械保有者の集合

体により除染対象毎に実施することになる。 

 

表 7 除染推進体制となる関係機関の例 

【関係機関・業種】 

JAみちのく安達 

大玉村商工会 

村内建設業組合 

林業組合 

シルバー人材センター 

農林業従事者 

その他 

(東京電力、東北電力、国、県、JAEA、NEXCO

東日本、JR等) 

 

第１５ 放射線汚染マップの作成 

  除染作業を効果的に行うことや被ばく線量軽減のために地域の放射線量を把握することは大

変重要です。 

また、一定期間経過後或いは除染作業実施後にどのような汚染状況になっているか把握するこ

とは除染の効果を確かめる上でも今後の除染実施計画を進める上でも必要不可欠なことです。 

このようなことから、地域内や住宅敷地内の汚染分布図を作成する。 

測定点：地表面の計数率や空間線量率を測定する。 

分布図：計数率や空間線量率の違いを色分けし識別出来るようにする。 

    3次元分布図により周辺からの影響が大きいことを理解する。 
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第１６ 除染結果の公表 

   除染活動実施前の放射線量と除染後の放射線量を把握し、村ホームページや広報誌等で公

表する。 

 

第１７ 除染費用の概算 

   除染に要する経費の算出。校庭等の実施したものは実費、それら以外は、国の示した除染

単価等を用い、村の行政データを参照し算出。 

   本除染実施計画に係る除染費用総額は、5,727,377千円（森林を除く）となった。 

   なお、これら費用は除染対策事業交付金以外も含めており、また、今後の空間線量率や除

染手法の変更等により変動します。 

 

（１）学校・幼稚園等 41,738千円 

   大玉中学校 4,872千円、玉井小学校 3,377千円、大山小学校 1,961千円、玉井幼稚園 489

千円、大山幼稚園 644千円、大玉村保育所 395千円は表土除去による除染は完了。今後は、

校舎やその他建物、駐車場、プール等の洗浄を計画する。 

   駐車場：10,000千円 

   プール：10,000千円 

    その他：10,000千円 

 

（２）通学路 51,467千円 

   側溝清掃：34,000m× 900円＝30,600千円 

洗浄  ：17,000m× 600円＝10,200千円 

   路肩除去：1,700㎥×2,000円＝ 3,400千円（17,000×2×0.5×0.1） 

   残土運搬：1,700㎥×  350円＝ 595千円 

   客土  ：1,700㎥×3,925円＝ 6,672千円 

 

（３）公共施設 37,648千円 

   福祉センターさくら 284千円、村民グラウンド 2,691千円、改善センター1,565千円、ふ

れあい広場 3,108 千円は表土除去による除染は完了。今後は、建物や駐車場等の洗浄を計

画する。 

   駐車場：20,000千円 

   その他：10,000千円 

 

（４）家屋・住宅（事業所含む） 3,500,000千円 

   家屋洗浄    ：2,500世帯×150,000円＝375,000千円 

   庭木・表土除去 ：2,500世帯×250,000円＝625,000千円 

   事業所(駐車場等敷地内除染も含む) 

            500棟×5,000千円＝2,500,000千円 
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（５）生活圏森林 30,000千円  

   枝打ち・落ち葉除去：50ha×600円／㎡）＝30,000千円 

 

（６）公園・遊園地等 17,214千円 

上ノ台公園 1,418 千円、岩高集会所 326 千円、あさひ台公園 137 千円、諸田集会所 767

千円、戸ノ内集会所 515千円、赤坂ニュータウン 735千円、新田公園 1,218千円、二子塚

集会所 294千円、高久遊園地 326千円、小姓内遊園地 255千円、下町遊園地 456千円、玉

井神社 1,082千円、小泉集会所 313千円、築館遊園地 324千円、西部団地公園 357千円、

西部団地 520千円、下町遊園地 167千円、山口遊園地 805千円、板髭遊園地 221千円、阿

弥陀如来遊園地 221千円、神原田神社 557千円は表土除去による除染完了。（11,014千円） 

   また、定場農村公園 1,500千円、八坂神社遊園地 1,000千円、南小屋公園 1,500千円、

平和遊園地 200千円、アットホーム下公園 2,000千円は未実施。（6,200千円） 

 

（７）生活道路（330㎞）302,750千円 

側溝清掃：200,000m× 900円＝180,000千円 

洗浄  ：100,000m× 600円＝ 60,000千円 

   路肩除去：10,000㎥×2,000円＝ 20,000千円（100,000×2×0.5×0.1） 

   残土運搬：10,000㎥×  350円＝ 3,500千円 

   客土  ：10,000㎥×3,925円＝ 39,250千円 

 

（８）農用地 1,646,560千円 

   田（1,140ha）、畑（500ha）の全ほ場を反転耕により耕盤の作り直しを行い、必要によっ

ては客土も行う。 

    反転耕：1,640ha×1,000千円／ha＝1,640,000千円 

   客土：1,640ha×4千円／ha＝6,560千円 

 

（９）森林・原野 

森林面積 5,031ha の除染については、第 9 除染対象毎の除染方法(４)生活圏森林により

除染を行うが、森林からの搬出又は運搬方法などの課題があるため、今後示される除染の

方法や作業単価を参考に試算、計上する。 

 

 （１０）事務経費 

    当該事務経費や臨時的経費、100,000千円。 

 

第１８ 参考資料 

（１）大玉村職員の測定による汚染分布図 

（２）文部科学省による「航空機モニタリング測定結果(平成 23年 9月 28日現在の値に換算)」

に基づき環境省が作成した資料による汚染分布図 






