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災害廃棄物焼却処理実施要領 

東根市外二市一町共立衛生処理組合 



 本要領は、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災により生じた災害廃棄物の迅速

な処理を行うにあたって、平成 24年８月に実施した試験焼却によって、処理の安全性が確

認され、管内住民の生活環境の保全を前提に周辺住民の理解を得たことから、多賀城市が

管理する災害廃棄物を東根市外二市一町共立衛生処理組合（以下、「組合」という。）の施

設で、法令及び山形県並びに組合の災害廃棄物受入処理基準に基づき、災害廃棄物の受入

処理を実施することに関し、必要な事項を定めたものである。 

１．処理施設概要 

①ごみ焼却処理施設 ②下釜最終処分場

所在地：東根市大字野田字シタ 2038 番地 所在地：河北町谷地字下釜ニ 2693 番地

処理方式：全連続燃焼式焼却炉 埋立容量：195,200  

処理能力：195ｔ/日（65ｔ/日×3炉） 埋立方法：セル方式（管理型）

２．対象区域 

   宮城県多賀城市

３．対象とする災害廃棄物 

   対象とする災害廃棄物は、東日本大震災により特に処理が必要となった多賀城市が

管理する保管場所に仮置きされている災害廃棄物で、多賀城市があらかじめ放射性セ

シウム濃度や特定有害物質（水銀、六価クロム等）24 項目など（別紙１測定一覧）の

安全性を確認したもので、次の要件を満たすものであること。

（１）災害廃棄物の保管場所（別図１）

   ①宮城県多賀城市栄二丁目地内（東北ドック鉄工からの借用地）

②宮城県仙台市宮城野区港四丁目地内（災害廃棄物中間処理施設）

③宮城県多賀城市宮内一丁目地内（北日本自動車学院跡地）

 （２）災害廃棄物の性状

   ①中間処理によって分別した可燃系粗大物（畳、プラスチック、ブルーシート、布

団等）を破砕し圧縮梱包した可燃物であること。

   ②金属類、石、コンクリートなどの不適物が含まれないこと。

   ③廃石綿、PCB 廃棄物等が含有されていないこと。

   ④土砂は極力取り除かれていること。

 （３）放射性セシウム濃度

    放射性セシウム濃度はキログラム当たり 200 ベクレル以下。

「災害廃棄物等の山形県内へ受け入れに関する基本的な考え方」の受入基準 

・焼却処分する場合の放射性セシウム濃度はキログラム当たり 200 ベクレル以下 
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 （４）空間放射線量率

仮置き場での空間放射線量率が毎時 0.19 マイクロシーベルトを超えないこと。

４．受入量    

受入量は、組合の焼却処理施設処理能力の余力の範囲内で処理できる量とする。 

１日当たりの受入量は 10トン程度とする。 

受入処理期間中の受入量は概ね 1,000 トンを目標量とする。 

５．受入処理期間 

   平成 24年 10 月 16 日から平成 25年３月 31 日までの平日とする。  

受入時間は 9:00～16:00 までとする。 

６．受入方法 

   多賀城市は、災害廃棄物焼却処理業務委託契約書第６条及び第７条に基づき組合が

災害廃棄物の搬入を許可した者（以下「搬入許可者」という。）に災害廃棄物運搬指示

票（別記様式第１号）（以下「運搬指示票」という。）を交付する。 

搬入許可者は、自ら所有する災害廃棄物を運搬する車両（以下「搬入車両」という。）

に災害廃棄物を積み込み、多賀城市職員等の立会いのもと空間放射線量率を測定し測

定の結果を運搬指示票に記入する。 

この結果、安全性が確認された災害廃棄物は、搬入許可者が搬入車両の荷台をシー

トで覆い計量の後、搬出元数量を運搬指示票に記入し組合に搬入する。 

搬入許可者は、災害廃棄物を組合に搬入した時点で再度組合職員による空間放射線

量率の測定を受け、測定の結果を運搬指示票に記入する。 

その結果、異常が認められなければ搬入許可者は計量し運搬先数量を運搬指示票に

記入したあと組合に提出し、焼却処理施設内のごみピットに投入する。 

計量の結果、搬出元数量と運搬先数量（組合計量機）に差異があった場合には運搬

先数量を採用する。 

 （１）搬入車両形状 

   ①車両は４ｔまたは６ｔアームロール車とし、荷台はシート掛けとする。 

   ②車両総重量は 11ｔ未満とする。

 （２）搬入車両寸法 

下記のサイズ以内で搬入可能な車両であること。 

①計量機間口：幅 4,070 ㎜×高さ 5,500 ㎜ 

   ②トラックスケール：縦 6,070 ㎜×横 2,700 ㎜ 

   ③プラットホーム内投入口：有効開口部の幅 3,000mm、扉の高さ 5,000 ㎜ 
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（３）プラットホーム内での受入（点検人員２名配置） 

   ①搬入車両の荷台で中身を空け、性状の目視点検を行う。 

②点検後は、ごみピット内へ投入を行う。 

 （４）通常の可燃ごみとの混合比率・攪拌 

    焼却炉投入時において、通常の可燃ごみに対する災害廃棄物の混合比率がおおむ

ね 10％になるようにごみピット内で十分に混合・攪拌する。 

７. 焼却処理の確認事項 

   焼却処理期間中は、通常運転時の運転監視と同様に焼却処理施設に設置してある排 

ガスの自動測定装置による計測（塩化水素濃度、酸素濃度、窒素酸化物、硫黄酸化物、 

一酸化炭素濃度、ばいじん）と常時監視を行う。 

また、排ガス中及び焼却灰等の放射性セシウム濃度（別紙１測定一覧）の測定は法

的資格を有する第三者機関による計測を実施する。 

８. 調査方法 

   調査方法は、次のとおりとする。 

（１） 空間放射線量率の測定及び放射性物質 

「廃棄物関係ガイドライン第５部放射能濃度等測定方法ガイドライン」（平成 

23 年 12 月第一版環境省）による。 

９．試料採取 

放射性セシウム濃度測定用の試料の採取

  （１）採取品目と採取場所

①主灰 ②飛灰固化物 ③排ガス ④処理水 ⑤地下水

     ・各搬送コンベヤより → ①②

     ・煙道 → ③

     ・し尿処理施設処理水採水口 → ④

・最終処分場観測井戸（Ａ・Ｂ） → ⑤

10. 放射性物質濃度等の測定 

  （１）多賀城市仮置き場関係（多賀城市が実施）

 災害廃棄物のごみ焼却処理施設への搬出前における空間放射線量率等の測定を

定期的（別紙１測定一覧）に行い異常な測定値や基準を超える値が認められない

か確認を行う。

①搬出災害廃棄物の空間放射線量率の測定（運搬車両の前後左右）
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②放射性セシウム濃度の測定

③アスベスト、塩化物濃度及び特定有害物質（水銀、六価クロム等）24項目の

測定

（２）焼却処理施設関係

①空間放射線量率の測定

災害廃棄物のごみ焼却処理施設への搬入前の空間放射線量率の測定を定期的

（別紙１測定一覧）に行い、異常な測定値の上昇や毎時 0.19 マイクロシーベル

トを超える値が認められないか確認を行う。

a  搬入災害廃棄物の空間放射線量率の測定（運搬車両の前後左右） 

b  空間放射線量率の測定（敷地境界４地点）（別図２）

②放射性物質濃度の測定

焼却処理において、投入物の焼却時における排ガス及び焼却灰（主灰・飛灰

固化物）を月 1 回採取し、放射性物質の濃度を確認する。

a  主灰、飛灰固化物中の放射性セシウム濃度の測定 

b  排ガス中の放射性セシウム濃度の測定

（３）最終処分場関連

①埋立処分場における空間放射線量率の測定

空間放射線量率の測定を週 1 回行い、異常な測定値の上昇や毎時 0.19 マイ 

クロシーベルトを超える値が認められないかの確認を行う。

ａ 空間放射線量率の測定（敷地境界４地点）（別図２）

②埋立処分における放射性物質濃度の測定

埋立処分場の処理水及び地下水を定期的に採取し、放射性物質の濃度を確認

する。

a  処理水の採取 

b  地下水（Ａ・Ｂ）の採取 

c  処理水の放射性セシウム濃度の測定 

         d  地下水（Ａ・Ｂ）の放射性セシウム濃度の測定 

          放射能濃度等測定詳細については、別紙１測定一覧のとおり。 

11．焼却中止の条件 

   災害廃棄物をごみ処理施設で受入し、焼却処理を中止する判断基準としては次のと

おりとする。

①搬出時及び受入れ時における空間放射線量率が毎時 0.19 マイクロシーベルトを
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超えた場合

②搬出時における放射性物質濃度がキログラム当たり 200 ベクレルを超えた場合

③搬出時におけるアスベスト、特定有害物質等の測定項目の１つ以上が基準値を

超えた場合

④受入条件と異なる災害廃棄物が大量に入っていた場合

⑤焼却中の各種分析項目の測定結果が基準値を超えた場合

⑥その他焼却炉が継続して安定焼却出来ないと判断した場合

12. 焼却処分により生じる焼却灰の扱い 

（１）焼却灰の処理基準 

焼却処分によって生じる焼却灰を組合にて埋立処分する場合、焼却灰の放射性セ 

シウム濃度は、１キログラム当たり 4,000 ベクレル以下とする。 

 （２）埋立処分 

埋立処分にあたっては、放射性物質汚染対処特措法の特定一般廃棄物の処理基準 

に準じて、廃棄物層の下に土壌層を設け、埋立場所を他の埋立物と区分し分散しな 

いように埋め立てる。 
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種
類

運搬先
Ｋｇ

荷
姿

所在地

前方（中央部）

左（助手席側）

右（運転席側）

後方（中央部）

測定方向 3回目 4回目

Ｋｇ

運搬車両の空間放射線量率測定

搬入する事業場又は
処理施設（運搬先）

（別記様式第１号）

災　害　廃　棄　物　運　搬　指　示　票

氏名又は名称

住所又は所在地事　　　 業　　　 者

電話(　　　　　　　）　　　　　　　　－

災　害　廃　棄　物

交　付　年　月　日 　平成　　年　　月　　日 交付した者の氏名

数
量

搬出元

1回目 2回目

搬出する事業場又は
保管場所（搬出元）

搬
出
元

計量票（計量回数）
ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立

運搬者の氏名

運　搬　年　月　日 　平成　　年　　月　　日 搬入車両番号

搬入許可者（会社名）

名称

所在地　（該当する搬出元に○印を記入してください。）

名称

：

単位：μSv/h

測定日時 5回目 平均値

測定器：

    月　 日

測定器：

後方（中央部）

運
搬
先

測定日時 測定方向 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均値

    月　 日 ：
右（運転席側）

左（助手席側）

前方（中央部）
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別紙１ 測定一覧 

測定場所 測定対象 測定項目 測定者 測定頻度 基準値 実施者 

多賀城市中間処理施設

仮置場 災害廃棄物 

放射性セシウム濃度 測定分析業者 1回/月 200Bq/㎏以下 多賀城市 

空間放射線量率 測定分析業者 1回/週 0.19μSv/時以下 多賀城市 

特定有害物質（24項目） 測定分析業者 1回/月 焼却物を測定 多賀城市 

その他（石綿等） 測定分析業者 1回/月 焼却物を測定 多賀城市 

運搬車両 空間放射線量率（積込時） 測定分析業者 毎回 0.19μSv/時以下 多賀城市 

ごみ焼却処理施設 運搬車両 空間放射線量率（荷下し時） ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 毎回 0.19μSv/時以下 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 

焼却灰 放射性セシウム濃度 測定分析業者 1回/月 8,000Bq/kg以下 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 

飛灰固化物 放射性セシウム濃度 測定分析業者 1回/月 8,000Bq/kg以下 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 

排ガス 放射性セシウム濃度 測定分析業者 1回/月 Cs134/20+Cs137/30≦1 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 

敷地境界※1 空間放射線量率 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 1回/週 0.19μSv/時以下 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 

灰固化設備 空間放射線量率 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 1回/週 0.19μSv/時以下 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 

炉機械室内 空間放射線量率 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 1回/週 0.19μSv/時以下 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 

ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ室内 空間放射線量率 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 1回/週 0.19μSv/時以下 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 

下釜最終処分場 処理水 放射性セシウム濃度 測定分析業者 1回/月 Cs134/60+Cs137/90≦1 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 

地下水(A･B) 放射性セシウム濃度 測定分析業者 1回/月 Cs134/60+Cs137/90≦1 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 

敷地境界※1 空間放射線量率 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 1回/週 0.19μSv/時以下 ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ共立 

周辺地域※2 空間 空間放射線量率（10地点） 東根市・河北町 2回/月 0.19μSv/時以下 東根市・河北町 

  ※１．ごみ処理施設及び最終処分場の空間放射線量率等測定位置は別図２のとおり 

  ※２．周辺地域10地点とは、東根市（8地点）：内町公民館・舟戸橋北西堤防・野田字家の下堤防・三ツ屋公民館・三ツ屋多目的運動公園敷地・藤助新田公民館・ 

市上水道袋田水源地・稲荷神社（藤助新田地内） 河北町（2地点）：山王公民館前・最上川第二漁協前 
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③

別図 １

④

②
①

③

②

④

①
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試料採取

放射性セシウム濃度測定用の試料の採取

① 主灰・・・・・・・・・各搬送コンベヤ

② 飛灰固化物 ・・・・・各搬送コンベヤ

③ 排ガス・・・・・・・・煙道

④ 処理水・・・・・・・・し尿処理施設処理水採水口

⑤ 地下水・・・・・・・・最終処分場観測井戸（Ａ・Ｂ）



①
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②
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③
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④
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