
　８月26日(日)から27日(月)にかけて、宮城県多賀城市 【問い合わせ】
から排出された災害廃棄物5.69トンを、管内（東根市・ 東根市外二市一町共立衛生処理組合
村山市・天童市・河北町）一般廃棄物51.37トンと混合 ☎ 0237-47-1321
して試験焼却いたしました。（総焼却量：57.06トン）
　その各種測定結果について、住民の皆さまにお知ら 【ホームページ】
せいたします。 http://www.kurinpia.or.jp

１　多賀城市災害廃棄物の放射性セシウム濃度 ４　ごみ焼却処理施設における測定結果
単位：ベクレル／キロ㌘ ①排ガス中の放射性セシウム濃度 単位：ベクレル／立方㍍・ﾉﾙﾏﾙ

を下回ることが確認されました。
下物はないものと考えられます。

２　災害廃棄物運搬車両の空間放射線量率
単位：マイクロシーベルト／時間 ②焼却灰の放射性セシウム濃度 単位：ベクレル／キロ㌘

　多賀城市からの搬出時と組合搬入時の２回にわたり、運搬
車両の前後左右の空間放射線量率を測定しました。結果は、

㍃シーベルトと、基準値を下回りました。

３　周辺地域における空間放射線量率 も、大きな変動はありませんでした。
単位：マイクロシーベルト／時間

◆参考◆　過去における焼却灰の放射性セシウム濃度

単位：ベクレル／キロ㌘

※試験焼却で発生した焼却灰の埋立　8/31実施　

ります。

辺環境への影響は見られませんでした。

響を監視してきました。結果は、いずれの測定ポイントでも
基準値を下回っており、試験焼却前後を比べても著しい数
値の上昇は認められず、災害廃棄物の試験焼却による周

試験焼却中の排ガス中に含まれる放射性セシウムは不検
出でした。このことから、周辺地域への放射性セシウムの降

試験焼却で発生した焼却灰の放射性セシウム濃度は、主
灰(燃え殻）で93ベクレル/キロ㌘、飛灰（ばいじん）で1,010
ベクレル/キロ㌘で、いずれも山形県の受入れ基準値を大き
く下回っております。なお、試験焼却前の測定結果と比べて

草木の搬入量が多い月は、数値が高くなる傾向にあり、

参考として、平成23年７月から３ヶ月ごとに実施している
焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果をお知らせします。

草木の搬入が少なくなる冬期は、数値が低くなる傾向にあ

基準値の毎時0.19㍃シーベルトに対し、毎時0.02～0.08

試験焼却のための災害廃棄物の放射性セシウム濃度を
確認するため、多賀城市が事前に測定を実施しました。そ
の結果、164ベクレル/キロ㌘で、山形県の受入れ基準値

試験焼却を実施した8月26日と試験焼却前及び焼却灰
を埋立した後に、クリーンピア共立周辺地域の空間放射線
量率を測定し、災害廃棄物の焼却による周辺環境への影
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災害廃棄物の試験焼却結果について

すべての項目で基準値を下回りました

藤助新田公民館 0.11 0.09 0.10
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クリーンちゃん 

(試験焼却前) (試験焼却中) (灰埋立後)



４　ごみ焼却処理施設における測定結果（つづき） ６　クリーンピア共立敷地境界における空間放射線量率
③飛灰溶出試験分析結果 単位：ミリ㌘／㍑ 単位：マイクロシーベルト／時間

７　管内ごみの放射性セシウム濃度
④排ガス中のダイオキシン類濃度 単位：ng-TEQ/㎥N 単位：ベクレル／キロ㌘

⑤焼却灰のダイオキシン類濃度 単位：ng-TEQ/g

※細塵等とは、雑草の根に付着する土や砂などの細かい塵等です。

⑥作業環境中のダイオキシン類濃度 単位：pg-TEQ/㎥

８　多賀城市での事前調査結果
影響を与えるのか確認するため、排ガス中・主灰・飛灰・作業 ①災害廃棄物の重金属等溶出量
環境中のダイオキシン類濃度の測定を実施しました。結果は、

は認められず、安全に受入れ処理が可能と判断されます。

いては不検出であり、すべての項目で基準値を下回りました。

５　下釜最終処分場における測定結果
（試験焼却で発生した焼却灰の埋立　8/31実施）

地下水、処理水の放射性セシウム濃度 単位：ベクレル／㍑

②災害廃棄物の塩化物濃度

③災害廃棄物の石綿含有判定

処理水の放射性セシウム濃度の測定を実施しました。その結
果、焼却灰を埋立したあとにおいても、地下水・処理水ともに
不検出でした。

搬入される災害廃棄物は、海水をかぶっており、塩化物濃
度が高いことが予想されたため、多賀城市において塩化物
濃度の分析を実施しました。その結果は210㎎/ℓで、焼却す
るうえで、問題のない値であることが確認されました。

災害廃棄物の中に、石綿（アスベスト）が含まれていない
か分析を行ったところ、「含有なし」と判定されました。

24項目にわたる溶出量試験を行いました。

放射性セシウムの地下水への漏えいや、公共用水域への
流出を監視するため、地下水観測用井戸と下釜最終処分場

試験焼却を実施した8月26日と試験焼却前及び焼却灰
を埋立した後に、ごみ焼却処理施設と最終処分場の敷地
境界で、空間放射線量率を測定しました。その結果は、ど
ちらの敷地境界でも基準値を下回っており、クリーンピア共

飛灰については放射性セシウム濃度のほか、重金属等の
有害物質についても溶出試験を実施し、安全性の確認を行
いました。その結果、すべての項目で不検出か基準値を下 立周辺地域の空間放射線量率と同等の値を示しました。
回っていることが確認されました。
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（４地点）
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分析項目
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基準値
8/21

カドミウム又はその化合物 不検出 0.3以下

8/27

水銀又はその化合物 不検出 0.005以下

鉛又はその化合物 不検出 0.3以下

ヒ素又はその化合物 不検出 0.3以下

セレン又はその化合物 0.023 0.3以下

六価クロム化合物 不検出 1.5以下

（試験焼却前） （試験焼却中）
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災害廃棄物の焼却が、ダイオキシン類の発生にどのような

いずれも基準値を下回っており、試験焼却前と比べても影響
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セシウム濃度合計値
ステーションごみ 草木・細塵等

13

47

231
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試験焼却前の基礎調査として、通常のごみステーションか
ら収集されるごみの中に、放射性セシウムがどのくらい含ま
れているのか、３日間にわたり調査を実施しました。結果は、
最大で47ベクレル/キロ㌘の放射性セシウムが含まれている

また、ステーションごみとは別に、随時搬入される草木・細
塵等からも146～710ベクレル/キロ㌘の放射性セシウムが検
出されており、草木の搬入される量によって、放射性セシウ

可能性があることがわかりました。

ム濃度が大きく変動していることがわかりました。

多賀城市では、災害廃棄物から重金属等の有害物質が溶
出することが懸念されることから、土壌汚染対策法に基づき、

その結果は、鉛が0.0055mg/ℓ（基準値0.01mg/ℓ）、ヒ素が
0.0045mg/ℓ（基準値0.01mg/ℓ）で、そのほかの22項目につ
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<検査24項目一覧>
アルキル水銀化合物 ポリ塩化ビニフェル（ＰＣＢ） 1,1,1-トリクロロエタン

水銀及びその化合物 トリクロロエチレン 1,1,2-トリクロロエタン

カドミウム及びその化合物 テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン

鉛及びその化合物 ジクロロメタン チウラム

有機リン化合物 四塩化炭素 シマジン

六価クロム化合物 1,2-ジクロロエタン チオベンカルブ

ヒ素及びその化合物 1,1-ジクロロエチレン ベンゼン

シアン化合物 シス-1,2-ジクロロエチレン セレン及びその化合物

※飛灰は、ダイオキシン類対策特措法に基づく薬剤処理を行っているため、基準適用外となります。

(試験焼却前) (試験焼却中) (灰埋立後)

単位説明

TEQ（毒性等量）

ダイオキシンの濃度を測定するとき、ダイオキシンの種類によって毒性の

強さが異なるため、評価する基準として、毒性の最も強い物質の量に換算

して合計したもの

㎥N（立方㍍・ﾉﾙﾏﾙ）

0℃、１気圧に換算した気体の体積

ng（ナノグラム） pg（ピコグラム）

10億分の１グラム １兆分の１グラム


