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百年の縁を 
１００年続く絆に 

永遠の日本のふるさと遠野 

 

遠野市原発放射線影響対策本部からのお知らせ 
 

【発表の要旨】 

  放射線影響対策について、これまでの取組状況をお知らせします。 

 

【発表の内容】 

１ 放射性物質汚染牧草等の試験焼却について  

(1) 現状 

  遠野市の放射性物質汚染農林副産物(放射性セシウム濃度 8,000 ベクレル以下)の発生量 
牧草 

1,500 トン・ 163 戸 

 (2) 経過 

 ・７月５日   汚染農林副産物に係る県南広域振興局との協議 

・７月９日   市放射線影響対策本部会議による検討 

・７月11日   県主催による汚染副産物処理方法に係る勉強会への参加 

・７月12日   議員全員協議会での説明 

・７月19・20日 焼却施設及び最終処分場周辺住民への説明会の実施 

・７月25日   除染関係施設現地視察の実施（参考１のとおり） 

 (3) 試験焼却の実施 

①試験焼却期間 

 平成 24 年８月６日（月）～10 日（金） 

②焼却処理停止基準値 

   ア 主灰・飛灰の放射性セシウム濃度＝ 6,400ベクレル／㎏ 

イ 空間放射線量＝ １マイクロシーベルト／時 

③その他 

汚染ほだ木約 40 万本の処理については、県の方針を踏まえ処理方法を決定します。 

(4) 今後の予定 
項  目 実施時期 

・試験焼却・排ガス検査 ８月６日（月）～10日（金） 

・検証 ８月13日（月）～ 

・対策本部会議（検証結果確認） ８月中旬 

・議会説明(検証結果報告等) ８月下旬 

・農家・住民説明(検証結果報告等) ８月下旬 

・対策本部会議（処理方針決定） ９月中旬 

・施設整備等準備 ９月中旬～ 

・本格稼働・定期検査 10月～ 
 

・所要期間＝約６年間（250 トン/年間×６年間＝1,500 トン） 

 (5) その他 

試験焼却期間を当初７月 24～26 日の３日間としていましたが、７月 19・20 日の住

民説明会の中で出された意見を踏まえ、次の理由から実施期間を延期・延長しました。 

  ・最も高い残留濃度の牧草をサンプルとした検証による環境影響調査が必要 

  ・３日間、３トンの検体量では、地下水への影響調査としては丌十分 
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  ・空間放射線量調査ポイントと調査回数の拡大 

 

２ 放射性物質濃度測定検査結果  

 (1) 販売用農作物等測定結果 

６月 19 日（火）から７月 23 日（月）までに実施した市内の農作物の放射性物質の

測定検査結果をお知らせします。 
品目 測定日 検体採取場所 検査結果 

菌床シイタケ ６月19日 綾織町 
丌検出（検出限界値５ベクレル） アユ ６月25日 小友町 

ニンニク ６月29日 宮守町下宮守 

原乳 
６月25日 上郷町細越 2.7ベクレル 
７月２日 附馬牛町大萩 1.5ベクレル 

ブルーベリー ７月10日 宮守町 

丌検出（検出限界値５ベクレル） 
ダイコン 

７月23日 小友町 ハクサイ 
ジャガイモ 

    ※一般食品の放射性セシウム規制値は１㎏当たり 100 ベクレル以下 

(2) 自家消費用農作物等測定結果 

６月 28 日（木）から７月 12 日（木）までに実施した市内の自家用農作物等の放射

性物質の測定検査結果をお知らせします。 
品目 測定日 検体採取場所 検査結果 

ヨモギの粉 ６月29日 青笹町糠前 54ベクレル 
ホウレンソウ ７月２日 早瀬町 

丌検出（検出限界値25ベクレル） 
ササギ ７月４日 松崎町白岩 
シイタケ ７月６日 宮守町鱒沢 80ベクレル 
キュウリ ７月９日 松崎町白岩 

丌検出（検出限界値25ベクレル） 米 ７月９日 青笹町糠前 
タマネギ ７月10日 上郷町細越 

沢水・井戸水・湧
水 

６月28日 宮守町上鱒沢 

丌検出（検出限界値10ベクレル） 

７月４日 上郷町細越 
７月６日 附馬牛町上附馬牛 
７月９日 青笹町糠前 
７月11日 上郷町細越、上郷町佐比内 
７月12日 土淵町土淵 

    ※水の放射性セシウム規制値は１㎏当たり 10 ベクレル以下 

(3) 生活資材等測定結果 

６月 25 日（月）から７月 11 日（水）までに実施した市内の生活資材等の放射性物

質の測定検査結果をお知らせします。 
品目 測定日 検体採取場所 検査結果 

土 

６月27日 松崎町白岩 丌検出（検出限界値25ベクレル） 
６月28日 青笹町糠前（２箇所） 36ベクレル、65ベクレル 
７月11日 附馬牛町下附馬牛（２箇所） 83ベクレル、59ベクレル 
７月11日 上郷町細越 

丌検出（検出限界値25ベクレル） 
炭 ６月25日 松崎町駒木 
落ち葉（堆肥用） ７月３日 上郷町細越 776ベクレル 

    ※土の規制値は 5,000 ベクレル／㎏以下（米の作付基準）、灰などは 400 ベクレル／㎏以下 

(4) 市内小学校校庭の地表付近の空間放射線量測定結果 

６月 26 日（火）に市内小学校で実施した空間放射線量の測定結果は、すべて放射線

量低減策実施制限指標（１マイクロシーベルト／時）以下でした。 
                                    単位:μSv/時（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時） 

小学校名 
地表高 
１ｍ 

地表高 
50㎝ 

地表高 
５㎝ 

小学校名 
地表高 
１ｍ 

地表高 
50㎝ 

地表高 
５㎝ 

遠野 0.07 0.08 0.10 青笹 0.07 0.07 0.08 
綾織 0.07 0.08 0.07 上郷 0.07 0.06 0.08 
小友 0.09 0.10 0.11 宮守 0.06 0.06 0.05 
附馬牛 0.06 0.06 0.06 達曽部 0.06 0.06 0.07 
遠野北 0.06 0.07 0.07 鱒沢 0.07 0.07 0.08 
土淵 0.06 0.07 0.07     

 

 
経営企画部企画財政担当 (阿部) 

  電話 0198-62-2111 （内線 221） 
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[参考 １] 除染関係施設現地視察の状況 ― ７月２５日（水）実施 
 
◎荒川高原汚染稲わら保管現場 

  
[課題] ・継続的で安全な管理 

    ・国の責任で一時保管している2.9トンの稲わらの処分 

 

◎附馬牛町・畜産農家の牧草の保管状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[課題] ・搬送方法、焼却順序の検討 

    ・各畜産農家の自力除染の限界   

上段の空間放射線量＝0.083μ㏜／時 

森林境の空間放射線量＝0.120μ㏜／時 

附馬牛町の平成 23 年産牧草 

放射性物質濃度＝120 ベクレル 

空間放射線量＝0.10μ㏜／時 

小屋の外の空間放射線量＝0.056μ㏜／時 

[上段部] 

放射性物質濃度 8,000 ベクレル

超の稲わら 2.9 トンを一時保管 
中段の空間放射線量

＝0.059μ㏜／時 

[下段部] 

放射性物質濃度 8,000 ベクレル以下

の稲わら 16 トンを地中保管 

排 気 口 の 空 間 放 射 線 量

＝0.066μ㏜／時 

下 段 の 空 間 放 射 線 量

＝0.056μ㏜／時 
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◎小友町・畜産農家の牧草の保管状況（この牧草を試験焼却の検体として使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[課題] ・ストックヤードの整備と搬出システムの検討 

    ・将来見通しが立たないための廃業希望者の増加 

    ・自力除染者の費用負担の見直し 

 

◎寺沢牧野の除染作業の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[課題] ・岩が多く、機材の故障等による長期化とコストの増に不安 

  

汚染牧草＝約 1,500 トン 

うちロール保存＝約 1,466 トン 

コンパクト保存＝約 34 トン 

小友町の平成23年産牧草 

放射性物質濃度＝796ベクレル 

空間放射線量：0.088μ㏜／時 

７月 23 日から岩手県農業公社による寺沢牧野の

除染作業がスタート 

１日に行える作業量は平均 0.7 ヘクタール 

寺沢牧野草地面積＝180 ヘクタール（H24 は 60

ヘクタールの除染を予定） 

市内の公共牧場総草地面積＝2,216 ヘクタール 

市内農家も含めた総草地面積＝4,880 ヘクタール 

寺沢牧野の空間放射線量 

除染実施済箇所＝0.030μ㏜／時 

除染未実施箇所＝0.048μ㏜／時 
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◎清養園クリーンセンター前処理施設整備予定地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

７月 23 日から岩手県農業公社による寺沢牧場の除

染作業がスタート 

１日に行える作業量は平均 70 アール 

寺沢牧場草地面積＝18,000 アール 

市内の公共牧場総草地面積＝221,600 アール 

市内農家も含めた総草地面積＝488,000 アール 

空間放射線量 

除染実施済箇所＝0.030μ㏜／時 

除染未実施箇所＝0.048μ㏜／時 
し尿処理施設 

空間放射線量 

ごみ燃焼後の灰搬出口＝0.049μ㏜／時 

ごみ焼却施設周辺＝0.080μ㏜／時 

前処理施設整備予定地 
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[参考 ２] 住民説明会の主な質問・意見 
 

◎７月１９日 綾織町 

Ｑ１ 試験焼却する牧草はどこの地域のものか。どの程度のレベル（ベクレル値）か。 

Ａ１ 附馬牛町のもの。 120ベクレル程度のものとなる。 

  

Ｑ２ 試験中の空間線量の調査は、１キロ以上の範囲は行わないのか。日影地区は風下、 

１.５キロ離れているが調査して欲しい。 

Ａ２ ７月13日の区長説明会において、放射線量の測定の際に地域住民の立ち合いについ 

て要望されている。その際に、希望する地域の放射線量も測定することとしたい。 

  

Ｑ３ 平成24年度に収穫した牧草も焼却処分対象となるか。 

Ａ３ 対象となる。現在、畜産振興課で調査を進めている。 

  

Ｑ４ 最終処分場は県の認可を受けたものか 

Ａ４ 国庫補助の採択を受けた施設であり、国の基準を満たした施設である。 

当市の最終処分施設は管理型となるが、地下水に雨水等が浸透しないように被覆処

理が施されており、仮に被覆が損壊し水が漏れ出た場合の警報装置も備えている。  

また、雨水等の浸出水は一か所に集められ生物処理、ろ過、活性炭吸着処理を行う

ため、放流水から検出される放射性物質は不検出若しくは微量なものとなる。 

 

Ｑ５ 高い放射線の牧草を試験焼却したほうがよいのでは 

Ａ５ 今回はコンパクトの牧草により焼却試験を行うこととしているが、 100ベクレル以

上のものを想定している。可能であれば、高い牧草をサンプリングし試験を実施した

い。 

 

Ｑ６ 野菜は対象外か？ 

Ａ６ 牧草が対象であり、野菜は基準値を超えた放射線量は測定されていない。 

 

Ｑ７ 風評被害が心配である。 

Ａ７ 心配は当然のことと思う。そのためにも、安全試験の結果を検証し、具体的数値を

もって安全性を皆さんと共有したい。きっちりと情報提供し、安全であることを強調

したい。 

 

Ｑ８ 住民合意を得たと判断する時期はいつか。試験焼却の結果を住民に説明した後とす

べきでは。 

Ａ８ 試験焼却の結果についてきっちりと皆さんに説明し、本焼却のご理解を得たいと考

えている。皆さんの反対を押し切り何が何でも本焼却を行おうとしているものではな

い。 

 

Ｑ９  1,500トンの汚染牧草の処理に６年間の期間を要するとの説明であったが、清養園

の稼働期間である平成27年10月以降の焼却はどうなる。 

Ａ９ 広域処理が無理であれば、稼働期間の延長も検討する必要があると考えている。 

 

Ｑ10 清養園も老朽化しているが、施設は大丈夫か。職員の健康被害も心配である。 

Ａ10 老朽化により稼働率は落ちているが、必要な施設の維持・管理、メンテナンスは計

画的に行っている。稼働期間が延長しても、問題なく稼働可能と考えている。 
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   また、汚染牧草の焼却処理に従事する職員は、防護服、マスク、ゴーグル等の放射

線防護対策を行う予定となっている。 

  

Ｑ11 大東清掃センターでの試験結果が安全であったから、遠野市でも試験焼却をおこな

うとの説明だが、大東清掃センターと清養園では施設の規模の仕様も違うのではない

か、単純に比較するのは無理があるのではないか。 

Ａ11 大東町と清養園の焼却施設は同じタイプの焼却施設であり、処理能力に差はあるが

、施設構造やバクフィルター等の排ガス処理の機能に違いはない。 

 

Ｑ12 産直で農産物を販売する際、この野菜は安全ですかと聞かれたらどう答えればよい

か。 

Ａ12 市場に流通している米・野菜等の主要品目については、県で定期的に調査している｡ 

   産直で販売される野菜等については、市において、生産者の希望により調査を行っ

ている。市で測定した数値を積極的にＰＲし販売促進につなげてほしい。 

   希望する場合は、農業振興課に申し出でいただきたい。 

  

Ｑ13 牧草に高い濃度の放射性物質が検出されているとのことだか、なぜ山菜は検出され

ないのか。 

Ａ13 県内では牧草以外でもタケノコ(一関)やコシアブラ(盛岡)、シイタケなどでも検出

されている。また、牛が食べるため、水洗いしない状態で測定しているので高めとな

る。 

 

Ｑ14  1,500トンの牧草を焼却するとのことだが、取扱いを誤ると周辺に放射性物質が飛

散する心配もある。風評被害も心配である。 

Ａ14 汚染牧草は、清養園で前処理として牧草を20センチメートル程度に裁断する作業が

ある。本焼却においては、飛散防止用のテントの中でこの作業をおこなうこととなる

ため、飛散の心配はない。 

また、１日１トンの焼却処理を想定しているため、汚染牧草の一時保管量は４トン

から５トン程度と考えている。市内全部の牧草を清養園付近に持ち込むものではない｡ 

  

Ｑ15 牧草の焼却処理の前に各農家の牧草の放射性物質の量を測定し、 700ベクレル以上

の牧草は何トン、 100ベクレル以上から 200ベクレル未満の牧草は何トンというよう

にその全体量を把握し住民に公開すべきである。焼却処理はその後に検討すべきと考

えるがどうか。 

Ａ15 市内の畜産農家等の汚染牧草の全てを計測する予定はない。清養園で焼却処理する

前に各牧草の放射線量を測定し焼却する考えである。ご理解願いたい。 

 

Ｑ16 土手の野焼に危険はないか。 

Ａ16 ６月７日に綾織町で行った河川の野焼きの際に、空間放射線量と灰の放射性物質濃

度について測定した。その際、周辺の空間放射線量には変化は認められなかった。ま

た、ほとんどの放射性物質は灰に吸着されるため、焼却灰の濃度は高くなるが土壌に

混入されるため問題はない。 
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◎７月２０日 宮守町 

Ｑ１ 焼却灰の影響を調査するとのことだが、仮に雨が降らない日が続けば地下浸透しな

い。試験焼却終了の翌日の放射性物質の計測だけでは不十分ではないか。 

Ａ１ 了解した。現在も調整池の水量は十分あるが雨水の状況も見極め焼却灰の埋立後の

影響調査を行うこととする。 

 

Ｑ２ 放流水も法で定める１ヵ月に１回では不安である。１ヵ月程度でもよいので毎日計

測願いたい。 

Ａ２ 了解した。期間と計測頻度については検討したい。 

 

Ｑ３ ３日間と言わず、１ヵ月程度試験焼却を実施してほしい。その数値を包み隠さず公

表してもらえば、われわれも安心できる。 

Ａ３ 了解した。検討したい。 

 

Ｑ４ 資料を見ると、これまでも放流水から放射性物質が検出されている。焼却灰は遠野

市で処理するのは仕方がない。他の市町村に持って行けとは言えないと思う。しかし

ながら、こうした数値については隠さず、正しく公表してほしい。 

Ａ４ 了解した。市の簡易測定器は精度が高くない。従って10ベクレル以下については不

検出という表記となるが、実は不検出イコール０ベクレルというものではない。 

 

Ｑ５ 不検出となれば放射性物質がないものと受け止めてしまう。何故、こうした事実を

公表しないのか。 

Ａ５ 簡易測定機であるため誤差が大きく、正しい数値でないため不検出と標記している

が、 100ベクレルなど大きな放射線量については誤差が少ないため公表している。     

   これは遠野市だけでなく、全国的な取扱いである。表記を不検出(10ベクレル下限値

)とすれば誤解がなかったかもしれない。 

   なお、原発事故当時は全国的に放射性物質測定器の需要が高く測定時間を短くする

ため10ベクレルを下限値とし計測したが、現在は測定機器も比較的いきわたっている

ため、下限値を１ベクレルにしている自治体が多くなっている。 

   不検出から微量な数値が検出されているのはこのためである。 

 

Ｑ６ そもそも原発事故前に自然界にある放射線量はどの程度か。 

Ａ６ 自然界には元々放射性同位元素と言われる放射性物質が存在している。炭素14、カ

リウム40と呼ばれるものなどである。この放射性物質から出される放射能の単位をベ

クレルと言う。自然界での被爆量は通常成人で 7,900ベクレルと言われ、私の体重で

割り返すと１キログラムあたり 120ベクレルの被爆量となる。しかしながら、これが

直ぐ健康に被害を及ぼすものではない。 

   今回問題となっているのは、原発由来の放射性物質である放射性セシウムのことで

ある。 

 

Ｑ７ 最終処分場の水系は宮守町塚沢地区がその流域となっている。ここも計測願いたい｡ 

Ａ７ 資料に記載する地下水の調査個所が塚沢地区である。 

 

Ｑ８ 原発事故前の放射性物質数値を教えてほしい。 

Ａ８ 文部科学省の委託により県で年１回計測していたと記憶しているが定かでない。 

県にもとった際に確認し、数値があればお知らせしたい。 

 



 
遠野市記者発表資料 

 

Ｑ９ 市には測定機器は何台あるか。 

Ａ９ 食品等の放射性物質の濃度を計測する機械が２台、空間放射線量を測定するのが 

14台ある。各地区センターにも備えているので気軽に申し込んでいただきたい。 

 

 

Ｑ10 汚染牧草の平均値を記載しているが、なぜ平均値なのか。 

Ａ10 この平均値により利用自粛の区域が決定された。ちなみに最大値は北東部で 702ベ

クレル、南部で 897ベクレル、西部で 396ベクレルとなる。 

 

Ｑ11 最終処分場に焼却灰を埋める際に、50センチメートルの土壌を敷くとのことであっ

たが、放射性物質が地下浸透しにくくなるのでは。 

Ａ11 放射性物質を吸着させるのが50センチメートルの土壌を敷く狙いである。放射性物

資を最終処分場内に封じ込めるのが埋立処理の目的である。 

 

Ｑ12 大東清掃センターでは汚染牧草 2,772ベクレル／トンに対し焼却灰が 3,875ベクレ

ル／トンと約 １.４倍程度となっている。市では同様の試算はしているか。 

Ａ12 一般ゴミに含まれる放射性物質の量にもより単純に計算できるものではない。しか

しながら、大東清掃センターが混焼率８パーセントであるのに対し、当市は４パーセ

ントであること。一般ゴミの放射性物質は大東町の方が大きいことなどから、大東町

より低い数値で焼却可能と考えている。 

 

Ｑ13 焼却灰の濃度を計測した際には予め埋立処理前に地域住民に周知してほしい。 

Ａ13 市の焼却停止基準である 6,400ベクレルを超えなければ速やかに埋立処理を行いた

いところだが、地域の皆さんが心配ということであるなら、地区センター等を通じて

予めお知らせしたい。 

 


