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第６章 放射性物質汚染廃棄物への対応 

 

この章では、放射性物質に汚染された廃棄物への対応について、基本的な事項を示

します。 

１ 国の指針 

「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（放射性物質汚染対処特別措置法）」では、「指定廃棄物」、「特定廃棄物」、「特

定一般廃棄物」に分け、その保管等について、以下のとおり示しています。 

 

■指定廃棄物 

環境大臣が、事故由来放射性物質による汚染状態が基準に適合しないと認

める廃棄物を「指定廃棄物」と指定し、国が処理を行うこととしています。 

事故由来の放射性物質（セシウム 134 及びセシウム 137）の放射能濃度の

合計値が「8,000 ベクレル/kg」を超えるものとしています。 

 

■特定廃棄物 

汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物（対策地域内廃棄物）及び指定廃棄物

を「特定廃棄物」とし、国が廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を行うこと

としています。 

 

■特定一般廃棄物 

特定廃棄物（対策地域内廃棄物又は指定廃棄物）ではない一般廃棄物のう

ち、事故由来の放射性物質により汚染され、又はそのおそれのあるもので、

環境省令で定める類型に該当するもので、8,000 ベクレル/kg 以下のものを

「特定一般廃棄物」としています。 

特定一般廃棄物を処理する際は、廃棄物処理法に基づく通常の処理基準と

特措法に基づく処理基準を遵守する必要があります。 
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２ 放射性物質とごみ処理 

福島第一原子力発電所の震災事故に伴って放出された放射性セシウム等の放射

性物質が含まれた廃棄物の中間処理や最終処分は、現在、国などにおいて実証実

験や調査研究が引き続き行われています。 

現時点では、栃木県内での処理や保管については、詳細は決まっておらず、今

後も国や県、関係機関との連携により、各種の調査や情報収集を進めていくこと

になっています。 

 

３ 放射性物質汚染廃棄物対策の関係法令 

放射性物質汚染対処特別措置法は、平成 23 年 8 月に成立し、平成 24 年 1 月 1

日に完全施行されました。同法の概要を以下に示します。 
 

放射性物質汚染対処特別措置法の目的 

 

放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、関係

原子力事業者等が講ずべき措置等について定めることにより、環境の汚染

による人の健康又は生活環境への影響を速やかに低減します。 

 

放射性物質汚染対処特別措置法に定める責務 

 

・国は、原子力政策を推進してきたことに伴う社会的責任に鑑み、必要な

措置を実施します。 

・地方公共団体は、国の施策への協力を通じて、適切な役割を果たします。 

・関係原子力事業者は、誠意をもって必要な措置を実施するとともに、国

又は地方公共団体の施策に協力します。 

 

放射性物質に汚染された廃棄物の処理のあり方 

 

① 環境大臣は、その地域内の廃棄物が特別な管理が必要な程度に放射性

物質により汚染されているおそれがある地域を指定します。 

② 環境大臣は、①の地域における廃棄物の処理等に関する計画を策定し

ます。 

③ 環境大臣は、①の地域外の廃棄物であって放射性物質による汚染状態

が一定の基準を超えるものについて指定します。 

④ ①の地域内の廃棄物及び③の指定を受けた廃棄物（特定廃棄物）の処

理は、国が実施します。 

⑤ ④以外の汚染レベルの低い廃棄物の処理については、廃棄物処理法の

規定を適用します。 

⑥ ④の廃棄物の不法投棄等を禁止します。 
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用語説明 

【あ行】 

■域内処理 

行政機関が行政区画内の限られた処理施設を活用し

て処理をすることをいいます。 

 

■一般廃棄物 

家庭から生じた廃棄物と、事業活動に伴って生じた

廃棄物のうち産業廃棄物以外のもの（事務所・商店等

から生じた紙ごみ、飲食店から生じた生ごみなど）を

いいます。 

 

■オキシデーションディッチ法 

水路を巡回するような形状のばっ気槽で活性汚泥と

下水を接触させることで、少ない動力でばっ気する方

法です。窒素分の除去や低負荷下水に向いた処理方法

です。 

 

【か行】 

■家電リサイクル法 

家庭用電化製品のリサイクルを行い、資源の有効利

用を推進するための法律です。現在は、エアコン、テ

レビ（ブラウン管、液晶、プラズマ式）、冷蔵庫・冷凍

庫、洗濯機・衣服乾燥機が対象となっています。排出

者が廃棄の際にリサイクル料金を負担し、各メーカー

にてリサイクルされます。 

 

■環境への負荷（環境負荷）  

人が環境に与える負担のことをいいます。単独では

環境への悪影響を及ぼしませんが、集積することで悪

影響を及ぼすものを含みます。 

環境基本法では、「人の活動により環境に加えられる

影響であって、環境の保全上支障の原因となるおそれ

のあるものをいう。」と定義されています。 

 

■環境マネジメントシステム（ＥＭＳ） 

事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに

あたり、環境に関する方針や目標等を自ら設定し、個々

の部門が計画（Plan）を立てて実行（Do）し、点検評

価（Check）、見直し（Act）を行う仕組み（PDCA サイ

クル）のことをいいます。これらを繰り返し行い、目

標の達成を目指します。 

 

■きれいなまちづくり推進員 

自治会より推薦され市長が委嘱した者で、きれいな

まちづくり推進員要綱で次の職務を遂行するものと定

められています。 

①環境美化の推進 

②清掃活動の連絡調整及び協力 

③ごみ減量、リサイクル実践活動及びごみ分別の推進 

④ごみステーションの設置確認 

⑤きれいなまちづくり推進条例違反又は不法投棄等法

令違反の監視及び通報 

⑥その他きれいなまちづくり推進条例の目的達成に必

要な事項 

 

■計画処理量 

施設へのごみ搬入量の総計です（収集量＋直接搬入

量）。 

 

■公共下水道 

下水道法による下水道の種別の一つで、「主として市

街地における下水を排除し、又は処理するために地方

公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するも

の又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水

を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造の

ものをいう。」と定義されています。 

 

■公共用水域 

水質汚濁防止法では、「河川、湖沼、港湾、沿岸、海

岸その他公共の用に供される水域及びこれに接続する

公共溝渠、かんがい用水路その他の公共の用に供され

る水路（下水道法に規定する公共下水道及び流域下水

道であって、終末処理場を設置しているもの（その流

域下水道に接続する公共下水道を含む。）を除く。）を

いう。」と定義されています。処理場のない下水道は公

共用水域となります。 

 

■戸別収集 

排出者の自宅まで出向いてごみ収集を行う方法です。 

 

■コミュニティ・プラント 

複数の家庭から排出されるし尿と生活雑排水を合わ

せて処理する施設のことです。地域で共同利用する合

併浄化槽とも言えます。 

 

【さ行】 

■最終処分（場） 

最終処分とは、廃棄物を自然環境に還元することで

あり、これには陸上埋立処分、水面埋立処分及び海洋

投入処分があります。 

最終処分場とは、一般廃棄物及び産業廃棄物を最終

処分するのに必要な場所、設備の総体をさします。 

産業廃棄物の最終処分場には、廃棄物の性状に応じ

て安定型（廃プラスチック類等）、管理型（汚泥等）、

遮断型（有害物質の溶出が埋立処分に係る判定基準を

超える廃棄物）の 3 つのタイプがあります。 
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■サーマルリサイクル 

廃棄物を単に焼却処理するだけではなく、焼却の際

に発生するエネルギーを回収・利用することです。廃

棄物の焼却熱は、回収した廃棄物を選別した後の残渣

処理にも使われます。 

 

■産業廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚

泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など

20 種類をさします。 

産業廃棄物については、事業者自らの責任で、環境

汚染が生じないように適正に処理すべきことが義務づ

けられています。 

 

■自家処理 

一般廃棄物のうち、家庭などで自ら処理することで

す。生ごみをたい肥にしたり家畜の飼料としたりする

場合などがこれにあたります。 

 

■資源物 

再使用または再生利用できる廃棄物のことです。本

市では、紙類、びん・缶類、ペットボトル、その他の

プラスチック製容器包装、衣服・布などがこれにあた

ります。 

 

■し尿処理施設 

汲み取りし尿（水洗化されていないし尿）を処理す

るための施設。 

回収されたし尿は、し尿処理施設で集中処理をした

後、河川・海域に放流されるほか、下水道へ放流され

る場合もある。 

 

■集団回収 

市民団体と資源回収業者が実施する資源物の回収の

ことです。鹿沼市の場合は、実施した団体に対し、回

収量に応じた報奨金を出しています。 

 

■終末処理場 

下水道において、下水の不純物質を最終的に処理し、

海や河へ放流する施設をいう。 

これには、沈砂池・エアレーションタンクなどの浄

化施設や汚泥処理施設などがある。 

 

■循環型社会 

環境への負荷を減らすため、自然界から摂取する資

源をできるだけ少なくし、それを有効に使うことによ

って、廃棄されるものを最小限に抑える社会のことで

す。循環型社会形成推進基本法では、「リデュース」「リ

ユース」「リサイクル」の 3R を循環型社会の実践的な

行動指針としています。 

 

■浄化槽 

し尿及びこれと併せて雑排水を微生物の働きなどを

利用して浄化する装置のことをいいます。浄化槽には、

し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿と雑

排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」とがあり、

現在単独処理浄化槽の装置は認められてないため、通

常「浄化槽」というと合併処理浄化槽のことをさしま

す。浄化槽の処理水質は BOD20mg/L 以下と下水道並み

です。 

 

■ストックヤード 

再利用や再生利用を目的とした資源物を搬出するま

での間、それらを一時的に保管する倉庫などの施設の

ことです。 

 

■3R（スリーアール） 

リデュース（ごみを減らすこと）、リユース（使える

ものは繰り返し使うこと）、リサイクル（ごみを資源と

して再び利用すること）の頭文字のＲをとって３Ｒと

総称します。 

 

■生活排水 

し尿と日常生活に伴って排出される台所、洗たく、

風呂などからの排水をいいます。「生活排水」のうちし

尿を除くものを「生活雑排水」といいます。 

 

【た行】 

■ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDDs）、ポ

リ塩化ジベンゾフラン（PCDEs）、及びコプラナーポリ

塩化ビフェニル（コプラナーPCB）の総称のことです。

通常、環境中に極微量に存在する有害な物質です。人

の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物

質であることから、平成 12（2000）年 1月「ダイオキ

シン類対策特別措置法」が施行され、廃棄物焼却炉な

どからの排出抑制が行われています。 

 

■中間処理 

廃棄物を無害化、安定化、減量化するために行う焼

却、破砕、圧縮、脱水、中和、コンクリート固定化な

どの処理をいいます。 

 

■低位発熱量 

完全燃焼した時に発生する熱量（発熱量）から、水

（液体）を水蒸気（気体）にするための熱量（蒸発潜

熱）を除いた熱量のことです。実際に利用できる熱量

にあたり、真発熱量ともいわれます。 
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■デポジット制度 

製品価格に一定金額の「デポジット（預託金）」を上

乗せして販売し、製品や容器が使用後に返却された時

に預託金を返却することにより、製品や容器の回収を

促進する制度をいいます。使用済み製品や容器の回収

率が上がりリサイクルや適正処理が進む、ごみの散乱

が妨げる、などのメリットがあります。 

 

【な行】 

■農業集落排水処理施設 

農業集落からのし尿、生活雑排水または雨水を処理

する施設のことです。 

 

【は行】 

■廃棄物 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「ごみ、粗

大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アル

カリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、

固形状または液状のもの（放射性物質及びこれによっ

て汚染された物を除く。）をいう。」と定義されていま

す。また、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。 

 

■標準活性汚泥法 

微生物による下水処理の基本となる方法で、ばっ気

槽で浮遊状態の微生物集団（活性汚泥）が下水と接し

ながら、下水を浄化処理する方法です。浄化した下水

は最終沈殿池で固液分離します。 

 

■不法投棄 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定めた処

分場以外に廃棄物を投棄することです。 

 

■分別収集 

廃棄物の中間処理や最終処分を容易にするため、材

質ごとに廃棄物を分類し、それを収集することです。 

 

■放射性物質 

放射能をもつ物質のことです。特に、その核種が特

定されていない場合、または多数の放射性核種の混合

物である場合をいいます。 

 

■放射能 

原子核が放射線を放出して、より安定な原子核へと

自発的に壊変（崩壊）する性質を放射能といいます。 

放射能と放射線とはよく混同して使われていますが、

放射能は原子核のもつ性質であり、放射線は放射性原

子核から放出される粒子あるいは電磁波のことです。 

 

【ま行】 

■膜分離活性汚泥法 

活性汚泥処理後の処理水と活性汚泥の分離に最終沈

殿池の代わりにろ過膜による固液分離をする方法です。 

 

■マテリアルリサイクル 

ごみを原料として再利用することです。日本語訳（直

訳・意訳）で「材料リサイクル」「材料再生」「再資源

化」「再生利用」などといわれることもあります。具体

的には、使用済み製品や生産工程から出るごみなどを

回収し、利用しやすいように処理して、新しい製品の

材料もしくは原料として使うことをさします。 

 

【や行】 

■容器包装リサイクル法 

家庭から出るごみの 6 割を占める容器包装廃棄物を

資源として有効利用することにより、ごみの減量化を

図るための法律です。消費者は分別排出、市町村は分

別収集、事業者は再商品化を行うことが役割となって

います。 

 

【ら行】 

■リターナブルビン 

繰り返し使用できるびんの総称であり、一升びん、

ビールびん、牛乳びんなどが該当します。 

 

■レアメタル 

資源として存在量が少ない、もしくは採掘が難しい

などの理由で産出量が少ない希少金属の総称です。プ

ラチナ、コバルト、ニッケルなど 31種類あり、パソコ

ンや携帯電話など身近な機器の中に使用されています。 

 

【わ行】 

■ワンウェイ容器 

1 回使用されたあと、ごみまたは資源物として回収

される容器の総称であり、スチール缶、アルミ缶、ペ

ットボトル、回収システムのないガラスびんなどが該

当します。 
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