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はじめに 

 

東京電力福島第一原子力発電所の原発事故に伴い、東日本を中心に広範囲にわたり放射性物質によっ

て汚染されることとなった。このことを受け、放出された放射性物質由来の環境の汚染が人の健康また

は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的として、「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措法）」が制定され、平成24年1月1日に全面施行され

たところである。 

除染すべき廃棄物は「特定廃棄物」と「除染廃棄物」の２つに区分され、推定発生量は少なくとも1600

万㎥と見積もられており、国、または市町村によって本格除染が進められている。 

本マニュアルは市町村が主体となって除染することとなっている除染土壌等の除染廃棄物を対象と

したものであり、環境省が示す「除染廃棄物関係ガイドライン」、「除染等工事共通仕様書」に記載さ

れている仮置場に関する内容を整理するとともに、ジオメンブレン技術委員会として、より安全かつ合

理的な仮置場に係る設計、施工、維持管理をめざして検討を加えた内容を提案するものである。ジオメ

ンブレン技術委員会では仮置場の視察を行うとともに、現場の状況について情報を収集し、専門家の視

点から考察を行った結果を盛り込んでいる。除染廃棄物を収納するフレキシブルコンテナに代表される

容器の選定は仮置場における安全な保管の第一歩である重要な事項との認識に立ち、フレキシブルコン

テナの特徴や選定に際しての留意点、上部遮水シートの施工管理や施工後の健全性の確認のための方法

などを提案している。 

 我が国がかつて経験をしたことのない除染とその保管である。除染が進むにつれ水分量等の廃棄物性

状が変化し、また仮置場での保管年数とともに課題も出て来るものと想定されることなどから、継続的

に現地の情報を取集するとともに、マニュアルの改訂作業を実施して行きたいと考えている。本マニュ

アルには、未だ、不十分な点もあるが、急ピッチで進められている除染作業、特に市町村による除染工

事の際の技術的な指針としてお役に立てれば幸いである。その意味でも、多くの方々から本マニュアル

について忌憚ないご意見をいただければ幸甚である。 
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用語の定義（環境省「第ニ部 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン」

1）

（平成25年3月第2版）を基

に一部改変） 

指定廃棄物指定廃棄物指定廃棄物指定廃棄物    

水道施設、公共下水道・流域下水道、工業用水道施設、特定一般廃棄物処理施設または特定産業廃

棄物処理施設である焼却施設および集落排水施設から生じた廃棄物であって、当該施設の管理者等の

調査の結果に基づき、事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないもの

として、環境大臣が指定するもの。 

 

特定廃棄物特定廃棄物特定廃棄物特定廃棄物 

対策地域内廃棄物または指定廃棄物（放射性物質環境汚染対処特別措置法（以下「特措法」という。）

第20条） 

 

災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物    

東日本大震災により生じた廃棄物（地震や津波により倒壊した建物の残骸や津波により大破した自

動車・船舶等）を指す。 

 

除去土壌除去土壌除去土壌除去土壌    

除染特別地域または除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌（特措法第2条第4

項） 

 

除染廃棄物除染廃棄物除染廃棄物除染廃棄物    

除染特別地域内または除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物

（特定廃棄物を除く）を指す。 

 

腐敗性除染廃棄物腐敗性除染廃棄物腐敗性除染廃棄物腐敗性除染廃棄物 

腐敗性有機物を含む除染廃棄物 

 

事故由来放射性物質事故由来放射性物質事故由来放射性物質事故由来放射性物質    

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原子力発電所の事故により当該原子力発

電所から放出されたセシウム134およびセシウム137等をいう。 

 

特定一般廃棄物特定一般廃棄物特定一般廃棄物特定一般廃棄物    

特定一般廃棄物は、特措法施工規則第28条に規定されており、具体的には以下のとおりである。 

① 除染特別地域内または除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄

物 

② 一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじんおよび焼却灰その他の燃え殻（限定） 

③ 稲わらが廃棄物となったものおよび堆肥が廃棄物となったもの（限定） 

④ 集落排水施設から生じた脱水汚泥、乾燥汚泥（限定） 

⑤ 堆肥が廃棄物となったもの 



 

 

⑥ ①から⑤までに掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当

しないもの 

 

 

特定産業廃棄物特定産業廃棄物特定産業廃棄物特定産業廃棄物    

特定産業廃棄物は、特措法施工規則第30条に規定されており、具体的には以下のとおりである。 

① 除染特別地域内または除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄

物 

② 水道施設から生じた脱水汚泥および乾燥汚泥（限定） 

③ 公共下水道または流域下水道に係る発生汚泥等（限定） 

④ 工業用水道施設から生じた脱水汚泥および乾燥汚泥（限定） 

⑤ 産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじんおよび焼却灰その他の燃え殻（限定） 

⑥ 堆肥が廃棄物となったもの（限定） 

⑦ ①～⑥に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しない

もの 

 

 なお、(限定)についての詳細は、環境省「第一部 汚染状況調査方法ガイドライン」（平成25年3月

第2版）の用語欄を参照することとし、ここでは省略する。 
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1.  放射性物質による汚染と除染事業   

1.1  放射性物質による汚染の事態 

文部科学省が平成23年11月11日に発表

2)

した放射性物質の拡散状況確認のために、

これまで文部科学省が実施してきた航空機モニタリング結果と合わせた改訂版を図

1.1に示す。  

 

 
図1.1 文部科学省による航空機モニタリングの結果(改訂版)

2) 
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図1.1中の青色で示す地域のうち、福島県東部、栃木県、茨城県、群馬県等は、汚染

が非常に激しく、北の岩手県から関東平野まで広い範囲で汚染が広がっている。また、

東京都・神奈川県でも放射性物質が降り注いでいることが分かる。チェルノブイリ原

発事故では 3万 7千Bq/m2
以上の地域が「汚染地域」とされており、日本の原発事故に

よる汚染の範囲は、チェルノブイリ原発事故に匹敵する規模の事故であると言われて

いる。  

文部科学省および各都県による東京電力福島第一原子力発電所の原発事故で生じた

放射性セシウムの土壌への沈着量(セシウム 134とセシウム 137の合計Bq/m2
)の航空

機モニタリングの測定結果の発表内容を以下に列記する。  

� 岩手県の測定結果(平成 23年 11月 11日)の発表では、一関市や奥州市等の一部地

域で3万〜 10万Bq/m2
を計測している。  

� 茨城県の測定結果(平成23年8月 31日)の発表では、茨城県の南部と北部の両端に

それぞれホットスポットができている。  

� 東京都の測定結果(平成23年10月6日)では、葛飾区の一部で3万〜6万Bq/m2
の地

点、奥多摩町は6万〜 10万Bq/m2
の地点があるようである。  

� 千葉県の測定結果(平成23年9月 29日)では、柏、流山、我孫子、松戸市にまたが

る 10㎞ 2
ほどの一帯で、福島県内の比較的汚染が少ない地域に匹敵する 6万～ 10

万Bq/m2
が測定されている。  

� 埼玉県の測定結果  (平成23年9月 29日)では、原発から 250㎞離れた秩父市の山間

部の一部で3万～ 6万Bq/m2
にのぼっているようである。  

� 群馬県の測定結果(平成23年8月 27日)の発表では、東京電力福島第一原子力発電

所の原発事故によって飛散した汚染の帯が、250㎞を超えて広がっていることが

明らかにされた。8月23日～ 9月8日、県の防災ヘリコプターで測定された汚染度

の高い地域の帯は、原発から北西 60㎞付近まで延びた後、南西に方向を変えて

栃木県を越え、群馬県まで続いている。文部科学省によると、放射性物質を含

んだ雲が山地に沿って風に運ばれ、樹木や雨によって地上に沈着したと推測さ

れている。放射性物質の量が半分になる半減期が30年のセシウム137で最も蓄積

が多かったのは県北部で、原発から約180㎞離れたみどり市や桐生市等の山間部

の一部で、10万～ 30万Bq/m2
にのぼっている。250㎞離れた長野県境の一部でも

3万Bq/m2
を超えたと報告されている。  

 

1.2  除染事業計画と実施状況 

東京電力福島第一原子力発電所の原発事故により、放出された放射性物質由来の環

境の汚染が人の健康または生活環境に及ぼす影響を、速やかに低減することを目的と

した「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」

3)

（平成23年8月30日、平成23年法律第110号。平成24年1月1日に全面施行）（以下、

「放射性物質汚染対処特措法」という）に基づいて取組がなされている。放射性物質

汚染対処特措法にのっとり除染を進めていく地区には図1.2に示すように「除染特別地

域」と「汚染状況重点調査地域」の２つがある。 
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図1.2 放射性物質汚染対処特措法に基づく取組

4) 

 

除染特別地域では、本格的な除染に先立ち、除染作業に必要な資材、機材の保管や

作業員の休憩場所、インフラ設備等の先行的除染(平成 24年 1月～)を進めるとともに、

「除染ロードマップ」に基づき、各市町村等の関係者と協議・調整を行い、特別地域

内除染実施計画が策定されている。また、現地調査や除染を行うためには、除染を行

う土地の関係者（住民、所有者等）の方から同意を得る等、一連の流れに沿って進め

られている。  
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図1.3 国が実施する除染(除染特別地域)における進捗状況(平成25年度末現在)

5) 
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除染特別地域および常磐自動車道の除染の進捗状況を表1.1に示す。 

 

表1.1 除染特別地域および常磐自動車道の除染進捗状況(平成25年度末現在)

5) 

市町村名  
先行除染  

（拠点施設等）  
除染計画の策定  本格除染(平成 24年 3月～)  

田村市  終了  策定済  

（平成24年4月13日）  

終了  

（平成25年6月28日）  

楢葉町  終了  

  

策定済  

（平成24年4月13日）  

終了  

（平成26年3月31日）  

川内村  終了  

  

策定済  

（平成24年4月13日）  

終了  

（平成26年3月31日）  

飯舘村  終了  

  

策定済  

（平成24年5月24日）  

着手済  

（平成24年9月25日～）  

南相馬市  終了  

  

策定済  

（平成24年4月18日）  

着手済  

（平成25年8月26日～）  

葛尾村  終了  

  

策定済  

（平成24年9月28日）  

着手済  

（平成25年4月25日～）  

川俣町  終了  

  

策定済  

（平成24年8月10日）  

着手済  

（平成25年4月25日～）  

浪江町  終了  

  

策定済  

（平成24年11月 21日）  

着手済  

（平成25年4月25日～）  

大熊町  終了  

  

策定済  

（平成24年12月 28日）  

終了  

（平成26年3月31日）  

富岡町  一部終了

※

・実施中  

  

策定済  

（平成25年6月26日）  

着手済  

（平成26年1月8日～）  

双葉町        

 

 本格除染  

常磐道  終了（平成25年6月30日）  

※一部終了：一部の除染作業（発注単位）が終了した状態を示す。 
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図1.4 市町村が中心となって除染を実施する地域(除染実施区域) 

における進捗状況(平成26年3月末時点)

6) 

 

1.3  除染廃棄物処理 

1.3.1  除染廃棄物の推定発生量 

「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染の対処に

おいて必要な中間貯蔵施設等の基本的考え方について」

7)

（環境省、平成23年10月

29日）の「除染に伴って生じる除去土壌等の試算について」によれば、以下に示す

除去土壌・廃棄物の量が報告されている。  

① 発生量が少ないケース 

追加被ばく線量が比較的高い地域において、生活圏・生産圏を優先して表土の

はぎ取り、道路側溝等の清掃、森林の枝打ちおよび落葉除去等の除染を行い、追

加被ばく線量が比較的低い地域において、局所的に放射線量の高い箇所の除染を

行うとともに、子どもの生活環境における表土のはぎ取りを想定して試算した場

合、下記となる。  
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表1.2 発生量が少ないケースの除去土壌･廃棄物量

8)

 

                            （単位：万m3
） 

地 域 土壌・汚泥（不燃物）  草木（可燃物）の焼却後 

福島県  1,450（約1,500）  約10 

福島県以外  約140 不明（無視小）  

小計  1,590（約1,640）  約10 

 

② 発生量が多いケース 

発生量が少ないケースに加え、追加被ばく線量が年間20mSv以上の地域におい

て、非生活圏の森林（保全すべき地域を除く）についても枝打ちおよび落葉除去

等の除染を行い、追加被ばく線量が比較的低い地域において、さらに追加的な除

染として土壌のはぎとりをある程度行うと想定して試算した場合、下記となる。  

 

表1.3 発生量が多いケースの除去土壌･廃棄物量

8) 

                         （単位：万m3
）  

地 域 土壌・汚泥（不燃物） 草木（可燃物）の焼却後 

福島県  2,730（約2,800）  約30 

福島県以外  約1,300 不明（無視小）  

小計  4,030（約4,100）  約30 

 

除染廃棄物量は、除染対象と方法や除染条件に大きく依存することから、除染

条件を5mSv/y以上の範囲は面的除染、1mSv/y以上の範囲はスポット除染とした

場合の福島県における土壌等の除染廃棄物の推定量を表1.4に示す。 

 

表1.4 除染に伴って生じる土壌等の除染廃棄物推定量(福島県)

8) 

                        （単位：万m3
）  

除染対象 除染条件 推定量 

建物用地  庭土等 (40%)の剥ぎ取り (5cm) ～100 

幹線交通用地  側溝の清掃  5 

農地  土地の剥ぎ取り (5cm) 1,740 

森林  落葉回収・草刈100%、枝打ち10% 880 

その他    110 

スポット    40 

計    2,875 

 

また、宮城県では、除染廃棄物等のうち、除去土壌約15,000m3
、廃棄物(枝葉

等)約 5,000トンと報告されている(平成 25年2月)。 
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1.3.2  除染廃棄物の性状 

福島第一原子力発電所の原発事故により発生した「事故由来放射性物質」は、現

場や仮置場に保管・搬入されている。この「事故由来放射性物質」は大きく分けて

次のように分類されるが、本項では、除染廃棄物に限定して記述する。 

 

 

 

住宅地等、学校、公園(小)、公園(大)、大型施設、道路、法面、農地、草地、芝

地、果樹園、森林における除染等により発生する除染廃棄物は、放射性セシウムが

含有された状態で、現場保管や仮置場に搬入される。そのため、除染廃棄物に水分

が多く含まれていると、放射性セシウムの流出の可能性が高くなることから水分量

により分類する必要がある（表1.5参照）。  

 

 表1.5 除染廃棄物の水分量による分類 

 

水分量の多い除染廃棄物 

(または腐敗性除染廃棄物) 

水分量の少ない除染廃棄物 その他 

・落葉、苔、泥等の堆積物 

・除去した草、芝 

・伐採した剪定枝等 

・樹木の剥ぎ取り粗皮 

・砂利、砕石その下部の土壌 

・除去表土 

・舗装面表面の切削くず、粉塵 

・拭き取りに使用したブラシ、 

ウェス、サンドペーパー等 

・削り取った固化材 

・洗浄水(排水は、

現 場 内 ま た は

近 傍 の 排 水 処

理 施 設 ま で 運

搬する) 

 

土壌の場合、セシウムが一度土粒子に吸着すると溶出しにくい

9)

といわれている

が、公共の水域および地下水の汚染防止の観点から、あくまで仮設である「仮置場」

においては、下部に遮水シートおよびベントナイトシート(GCL：Geosynthetic Clay 

Liner)、上部に雨水対策としてのキャッピングシートを使用すれば、使用上の問題

はないと考えられる。  

除染廃棄物からの流出物によって、どのような除染廃棄物用容器(フレキシブルコ

ンテナ等)に収納することが望ましいかを、安全性(容器の損壊、セシウムの流出抑

制等)および最終処分のための減容化（腐敗性廃棄物の場合の体積減少）を踏まえて、

次項以降に記述する。  

 

 

・対策地 域内 廃棄 物  

・指定廃 棄物  

特定廃棄物  

・除去土 壌  

・除去土 壌等  

 

除染廃棄物  
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1.4  仮置場の概要 

仮置場は、フレキシブルコンテナ等の容器に入れ収集された除染廃棄物等を中間貯

蔵施設に移動するまで安全に保管するための施設で、放射線を遮蔽したり、周囲に放

射性物質が漏えいしたりしないような安全対策が講じられなければならない。  

環境省の「保管場所ってなんで必要なの？～仮置場での保管について～」

10)

（平成

25年7月第 2版）によれば、仮置場の基本構造は次のようになっている。  

①  除染で除去された可燃物を地上に保管する場合  

取り除いた落ち葉や落ちた枝、伐採した枝木や葉等の可燃物は、放置しておくと

ガスが発生し、火災の原因になるおそれがあるので、通気性防水シート等で覆い、

ガス抜き管を設置する。また、定期的に廃棄物の保管状態を確認し、白煙や水蒸気

等が確認された場合は内部の温度等を測定し、適正に管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.5 仮置場（可燃物）の基本構造

10) 

 

② 除染で除去された土壌等の不燃物を地上に保管する場合 

取り除いた土等の不燃物は、保管中にガスは発生しないので、水を通さない遮水

シート等で覆って保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.6 仮置場（不燃物）の基本構造

10) 
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しかしながら「除染等工事共通仕様書」

11)

（平成26年 4月25日第7版）によると、上

部シート工では、「除去土壌等又は遮蔽材が入った大型土のう袋を、可燃物設置場所

については通気性防水シートと遮水シートを組み合わせて用い、不燃物設置場所につ

いては遮水シートもしくは通気性防水シートを用いて覆う。なお、景観に配慮し、周

辺環境に馴染む色を使用する。」となっている。下部シート工では、放射性物質の外

部への流出防止のため、上下を保護マットで挟んだ遮水シートを用いるが、セシウム

を吸着する機能を持つ不織布等が併用されることもある。 

仮置場での保管期間は当初３年程度の予定だったが、中間貯蔵施設の建設の遅れ等

から長期化する可能性が高くなっており、仮置場の使用材料や構造の耐久性を適宜見

直すことが必要である。 

 

(参考資料) 

1) 環境省：廃棄物関係ガイドライン（平成25年3月第 2版）第二部  特定一般廃棄物・特

定産業廃棄物関係ガイドライン  

2) 文部科学省：報道発表「文部科学省による、岩手県、静岡県、長野県、山梨県、岐阜

県、及び富山県の航空機モニタリングの測定結果、並びに天然核種の影響をより考慮

した、これまでの航空機モニタリング結果の改訂について」，平成23年11月 11日  

3) 環境省：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），平成23年8月30日  

4) 環境省：除染情報サイト「除染についての基礎情報」，  

http://josen.env.go.jp/about/index.html， (参 照 2014-06-10)   

5) 環境省：除染情報サイト「除染特別地域の概要・進捗」，  

http://josen.env.go.jp/area/index.html， (参 照 2014-06-10)  

6) 環境省：除染情報サイト「除染実施区域の概要・進捗」，  

http://josen.env.go.jp/zone/index.html， (参 照 2014-06-10)  

7) 環境省：東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染の対処

において必要な中間貯蔵施設等の基本的考え方について」，平成23年10月29日  

8) 石樽顕吉（日本アイソトープ協会）：福島第一原子力発電所事故後環境修復へのわが

国の取組み，平成24年1月  

9) 環境省：除染関係ガイドライン（平成 25年 5月第 2版）第 2編  除染等の措置に係るガ

イドライン（平成25年12月追補），pp.2-49 

10) 環境省：保管場所ってなんで必要なの？～仮置場での保管について～（平成 25年 7

月第2版  

11) 環境省：除染等工事共通仕様書（平成 26年4月 25日第 7版）第3章第2節 13.仮置場等，

p.64） 
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2.  除染廃棄物等の仮置施設（仮置場）  

2.1  適地の選定 

2.1.1  適地選定の考え方 

仮置場は所定量の除染廃棄物等を、一定期間安定した状態で安全に保管できる必

要がある。  

仮置場の選定にあたっては、計画保管量、地盤条件、水理条件、面積条件、周辺

の土地利用条件、アクセス条件など様々な条件を整理し、検討する必要がある。し

かし、地域の事情等により適地を選定できない場合もあり、この場合は地質調査等

を事前に行い、その後の計画を進める必要がある。また、将来保管物が撤去された

後についても考慮する必要がある。  

 

2.1.2  仮置場のタイプ 

「第 4編  除染土壌の保管に係るガイドライン」
1 )
（平成 25年 5月第 2版）では仮置

場を次の形態に分けている。  

① 除染した現場等で保管する形態（以下、「現場保管」という） 

② 市町村またはコミュニティ単位で設置した仮置場で保管する形態 

③ 中間貯蔵施設で保管する形態（福島県のみ設置） 

 

上記ガイドラインでは、仮置場のタイプとして、以下のようになっている（図2.1

参照）。  

・地上保管  

・地下保管  

・傾斜地への保管  

 

また、「第四部  除染廃棄物関係ガイドライン」
2 )
（平成 25年3月第2版）における

除染廃棄物の保管例を図2.2に示す。  
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図2.1 仮置場のタイプ

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2 除染廃棄物の保管例

2) 
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2.1.3  保管場所の要件 

「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

置法施行規則」
3 )
（平成23年12月14日、環境省令第33号）（以下、規則という）

において、保管場所の要件が次のように定められている。  

 

＊規則第二十三条第一項第五号（抜粋）  
イ 石綿が含まれている除染廃棄物（ロに規定する除染廃石綿等を除く。）であ

って環境大臣が定めるもの  
ロ 廃石綿（除染廃棄物であるものに限る。）及び石綿が含まれ、又は付着して

いる除染廃棄物であって、飛散するおそれのあるものとして環境大臣が定め

るもの  
ハ ばいじん（除染廃棄物である物に限る。）  

 

2.1.4  適地選定時の留意点 

仮置場の選定にあたっては、計画保管量、地盤条件、水理条件、面積条件、周

辺の土地利用条件、アクセス条件など様々な条件を整理し、現地を確認・検討す

る必要がある。  

以下、適地選定において主要な検討項目についてまとめる。  

(1)  計画保管量 

計画する除染区域において想定される除染物の量、および当該区域に設けよう

とする仮置場の箇所数等から、当該仮置場に必要な保管量を検討する。それによ

って、仮置場の規模が概ね求められる。ただし、実際には立地条件等によって必

規則第24 条第1項第2号（イを除く。） 

保管は、第十五条第一号イに掲げる要件を満たし、かつ、見やすい箇所

に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。 

規則第15 条第1号イ 

イ 周囲に囲い（保管する除染廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる

構造である場合にあっては当該荷重に対して構造耐力上安全である

ものに限る。）が設けられていること。 

規則第24 条第1項第2号ロ 

ロ 次に掲げる事項を表示したものであること。 

(1) 除染廃棄物の保管の場所である旨 

(2) 保管する除染廃棄物の種類（当該除染廃棄物に第二十三条第一

項第五号イからハ

＊

までに掲げる除染廃棄物又は腐敗し、若しくは

そのおそれのある除染廃棄物（以下｢石綿含有除染廃棄物等｣とい

う。）が含まれる場合は、その旨を含む。） 

(3) 緊急時における連絡先 

(4) 屋外において容器を用いずに除染廃棄物を保管する場合にあっ

ては、第十五条第二号ロに規定する高さのうち最高のもの 
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要とする保管スペースに足りない場合もあり、仮置場の箇所数を増やすことにな

る。保管量の検討に当たっては、「第四部  除染廃棄物関係ガイドライン」（平成

25年3月第 2版）に示されている積み上げ段数、高さを遵守する。  

 

(2)  地盤条件 

候補地において地盤の地耐力、支持力等を確認する。特に、耕作地や耕作放棄

地等は地盤が軟弱な場合があり、注意を要する。詳細な土質調査を行うには一定

の期間が必要なため、仮置場の確保を急ぐ場合はサウンディング試験や平板載荷

試験等を行う。  

上載荷重は計画保管量から推定することができる。例えば、フレキシブルコン

テナ1袋が 18kN/ｍ 3  (0.8ｍ 3
)の場合、3段積みであれば約55kN/ｍ 2

の荷重

※

となる。 

実際には、フレキシブルコンテナの内容物（可燃物、不燃物等）や積み上げ段

数に応じて上載荷重を求める。  

粘性土は透水係数が小さいため自然の遮水機能が期待できる反面、上載荷重に

より不等沈下、圧密沈下を起こすおそれがある。砂質土は地震時の液状化が懸念

される。  

調査の結果、地耐力、支持力が不足する場合は、地盤改良等を検討する。仮置

場に適用可能な地盤改良工法を表2.1に示す。  

フレキシブルコンテナを効率良く安定して積み上げるためには、基礎地盤の平

坦性も重要であり、切盛土工、不陸整正等の造成計画も検討する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上載荷重の計算例  

フレキシブルコンテナ 1袋： 0.8ｍ 3
×18kN/ｍ 3

＝ 14.4kN 

接地面積：φ 1.1ｍ≒ 0.95ｍ 2  

14.4kN÷0.95ｍ 2
≒ 15.2kN/ｍ 2  

15.2kN/ｍ 2
×3段×1.2(安全率 )≒ 54.7kN/ｍ 2  
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表2.1 地盤改良工法と仮置場への適用性 

分類 工法 改良効果 適用土質 適用性 

除去・置換 置換工法 滑り破壊防止、沈下低減 粘性土、砂質

土、有機質土 

○ 

圧密・排水 載荷盛土工法 残留沈下の低減、地盤の

強度増加 

粘性土、有機

質土 

○ 

地下水位低下工法 
△ 

表層排水工法 表層地盤強度の増加 粘性土、有機

質土 

○ 

締固め 動圧密工法 沈下低減、液状化防止 砂質土 
△ 

固結 表層混合処理工法 ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨ確保 粘性土、有機

質土 

○ 

深層混合処理工法 滑 り破 壊 防 止 、 沈下 抑

止・低減、せん断変形抑

止、ﾋｰﾋﾞﾝｸﾞ防止 

粘性土、砂質

土、有機質土 △ 

補強 覆土工法 ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨ確保 粘性土、有機

質土 

○ 

表層被覆工法 局部破壊防止、局部沈下

防止 

粘性土、有機

質土 

沈床工法 滑り破壊防止、応力分散 粘性土、有機

質土 

 

(3)  水理条件 

降雨時等に後背地からの表流水が大量に仮置場に流入するおそれがある場合は、

外周側溝等を確実に整備し、仮置場内への流入を積極的に排除する。また、造成

時に必要な排水勾配を確保し、仮置場内に降った雨水も速やかに排水できるよう

にする。  

地下水・湧水が多く認められる場合は、集排水管やドレーン材等による暗渠排

水工を設ける。  

 

(4)  面積条件 

候補地によってはその立地条件等から、仮置場として確保可能な面積が限られ

る場合もある。当該地域に必要となる仮置場面積が1箇所で確保できない場合も多

く、複数箇所に点在させる必要がある場合もある。 

仮置場では、前述のとおり「第4編  除染土壌の保管に係るガイドライン」（平

成25年5月第 2版）によって敷地境界からフレキシブルコンテナまでの離隔が定め

られている。また、車両や重機の走行路も確保する必要がある。雨水排水設備等

も考慮すると実際にフレキシブルコンテナが置けるスペースはさらに限定される。

仮置場の敷地が広い場合は、使用する重機の仕様・作業半径、フレキシブルコン

テナの積み置き手順、搬出手順を考慮する必要がある。仮置場の平面配置計画に

あたっては、これらの条件を十分に把握した上で、効率の良い車両道線、仮置き

手順等の検討が重要である。  

除染廃棄物等の撤去時を考慮して、盛土による遮蔽ではなく遮蔽用土のうを設
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ける場合もある。この場合は、敷地境界からの離隔に加え遮蔽用土のうを置くス

ペースを考慮する必要がある。  

 

2万 Bq/kgの除去土壌（縦 5m×横 5m×高さ 2m）に対して側面を土のう（ 30㎝）で遮蔽した場合  

    図2.3 土のうによる遮蔽措置と敷地境界の位置の関係例

1) 

 

(5)  周辺の土地利用条件 

現在、仮置場として使われているのは次のような場所である。  

・公園 

・学校のグラウンド 

・公共施設の駐車場 

・河川敷 

・空き地 

・耕作地、耕作放棄地 

 

このように、比較的まとまった面積が確保できる場所が選ばれているのがわか

る。しかし、民家が近い場所は極力避ける等、周辺の土地利用条件によっては、

候補地として不適な場合もある。また、土地の形状がいびつな場合は効率が悪い。  

なお、確保できる仮置場が少なく河川敷等を利用する場合は、排水対策を十分

行うとともに、出水期にフレキシブルコンテナが流失しないようにする必要があ

る。  
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(6)  アクセス条件 

仮置場には毎日大量の除染廃棄物等が搬入される。将来は中間貯蔵施設へ搬出

する必要があることから、仮置場の選定にあたっては、アクセスの良さは大切な

条件である。  

アクセス条件はもともとの土地利用形態によって異なるが、アクセス道路とし

て有用な既存道路が候補地に取り付いていない場合は、仮設で取付け道路を設け

る必要がある。この仮設道路は、将来、除染廃棄物等の中間貯蔵施設への搬出が

完了した後に撤去し、原状復旧できる構造とする必要がある。  

 

(7)  仮置場の除染 

候補地または候補地の周辺は除染されていない場合もある。この場合は、施設

整備時や仮置き作業時の作業従事者の被ばくを避けるため、造成工事等仮置場と

しての整備の着手に先立って、発注者と協議し、除染を行う。  

また、造成後の空間線量率を測定し、当該仮置場の仮置き前初期値として記録

する。  

 

2.1.5  除染廃棄物等の受入れ時の空間線量率の測定 

仮置場では、受入れ時間帯は係員が常駐しており、この係員は長時間にわたり放

射線を浴びるおそれがある。よって、被ばく管理として、仮置場の空間線量率の測

定を行い、必要に応じて事務所や休憩所の遮蔽を行う。空間線量率の測定方法は、

「第五部  放射能濃度等測定方法ガイドライン」（平成25年3月第 2版）第2章に従う。  

また、管理方法については、後述の「 3.管理  3.2.3 モニタリング(2)放射線量調

査」を参照する。  

 

2.1.6  撤去後について 

将来、保管期間が終了し、仮置きしていた除染廃棄物等を回収・撤去した後、

施設の跡地に汚染が残っていないことを確認する必要がある。  

(1)  土壌汚染の有無 

除染廃棄物等が仮置きされていた場所の土壌を採取して、土壌中に含まれる放

射性セシウムの濃度を測定し、測定値が除染廃棄物等を搬入する前の土壌等の放

射性物質濃度と概ね同程度であることを確認する。  

したがって、除染廃棄物等の搬入に先立って、初期値として、土壌等の放射性

セシウム濃度を測定しておく必要がある。  

 

(2)  空間線量率 

仮置場および周辺の空間線量率を測定する。これも除染廃棄物等の搬入に先立

って仮置場および周辺の空間線量率を測定しておく必要がある。空間線量率の測

定方法は、「第五部  放射能濃度等測定方法ガイドライン」（平成25年3月第 2版）

第2章に従う。  
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2.2  除染廃棄物用容器の選択と保管 

除染廃棄物は、腐敗性廃棄物および土壌等に大別され、仮置場にて一時的に保管さ

れた後、中間貯蔵施設で処理・貯蔵される計画である。仮置場では外部環境へ影響を

およぼさない対策が重要である。これらの廃棄物を仮置場や現場に保管する方法につ

いて、環境省から「第四部 除染廃棄物関係ガイドライン」（平成25年3月第2版）や

「除染等工事共通仕様書」

4)

（平成 26年 4月25日第7版）が出されており、現場保管お

よび仮置場での保管形態として、除染廃棄物用容器が使用されている。その中で、特

にフレキシブルコンテナは、放射性物質の流出抑制および減容化（腐敗性廃棄物の場

合の体積減少）に極めて重要な役目を果たすことになり、現在各方面で進められてい

る機能向上技術は、極めて重要な事項である。 

 

2.2.1  除染廃棄物用容器および要求品質 

(1)  フレキシブルコンテナの現状 

日本フレキシブルコンテナ工業会では「除染関係ガイドラインに沿ったフレキ

シブルコンテナ」

5)

（平成24年4月 12日改訂）に除染廃棄物用のフレキシブルコン

テナとしての仕様を明記している。この仕様は、JIS Z 1651:2008（非危険物用フ

レキシブルコンテナ）を満たし、かつそれ以上に厳しい要求性能を課した仕様と

なっている。基本的には「(A)汚染土壌の収集→仮保管場所への運搬→仮保管→

(B)3年程度の期間の後に中間貯蔵施設へ搬出」の過程の中で(A)、(B)での使用

を前提としている。  

その他、放射性物質を含む汚泥・焼却灰や除染後の土壌等の一時保管 (放射線の

遮蔽はできない )に使用されている耐候性大型土のうは、（一財）土木研究センタ

ーの『「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル』

6)

（平成24年 3月）

により性能規定されており、原糸に練り込ませた紫外線吸収剤（カーボンブラッ

ク）により、紫外線劣化に対する耐久性を持ち、長期間設置後でも移動・転用が

可能である

7)

としている。  

フレキシブルコンテナはJIS Z 1651で規定されたものであり、耐候性大型土の

うはフレキシブルコンテナではないが、実際には、大型土のうもフレキシブルコ

ンテナの一部として扱われている。いずれも本体は比較的薄い材料が使用されて

おり、内容物を入れた状態での引きずりや突起物によって損傷が予測されるので

留意が必要である。  

 

(2)  除染廃棄物用容器の種類 

「第4編  除去土壌の保管に係るガイドライン」（平成 25年5月第2版）および「第

四部除染廃棄物関係ガイドライン」（平成 25年3月第 2版）より、除染廃棄物用容

器の種類は図2.4のように分類される。  
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その他

透水性タイプ

ランニング形 防水性タイプ

防水性タイプ

クロス形

透水性タイプ

防水性タイプ

除染廃棄物用容器の種類

フレキシブルコンテナ

耐候性大型土のう

ケミカルドラム缶

1層構造

2層構造(セシウム吸着)

1層構造(内側コーティング)

2層構造(セシウム吸着)

1層構造

2層構造(セシウム吸着)

2層構造(PE内袋等)

 

図2.4 除染廃棄物用容器の種類  

 

1）透水性クロス形 

収納する除染廃棄物の特性や保管期間等を考慮し、比較的軽量な除染廃棄物

の保管等の場合は、基本的に一般的なクロス形で対応可能と考えられる。 

2）防水性クロス形、ランニング形、耐候性大型土のう 

保管が一定の期間（複数年）にわたる場合や、水分を多く含む除染廃棄物や

比較的重量のある除染廃棄物を収納する場合に適用し、特に、汚染水の流出を

防止するため、2層構造や内側コーティング仕様のクロス形フレキシブルコン

テナやランニング形のフレキシブルコンテナを用いることが効果的である。 

風雨や紫外線にさらされる屋外等で保管する場合には、内袋付きクロス形や

ランニング形、耐候性大型土のう等の耐久性の高いものを用いることが効果的

である。 

3）ケミカルドラム缶、その他 

汚泥等の水分の多い除染廃棄物の保管によって、周辺への汚染水の流出のお

それがある場合には、防食性と密閉性の高い容器を選択することが効果的であ

る。ただし、ケミカルドラム缶が採用できない場合には、保管期間中のドラム

缶の腐食が懸念されるため、遮水シート等との併用も考える必要がある。 

 

(3)  フレキシブルコンテナに要求される事項 

フレキシブルコンテナは、用途により防水性、透水性のタイプに大別され、内

容物の特性に応じて適切に選定する必要がある。 

1) 防水性・ガス透過性 

除染廃棄物の仮置場は、放射性物質を拡散してはならない。特に、除染廃棄

物が腐敗性廃棄物の場合は、水およびガスの発生と蓄熱に留意が必要である。  

防水性のある内袋付きクロス形やランニング形の本体にはガス透過性はない

が、投入口はロープで結束したのち、カバーをかぶせているのみであり、フレ

キシブルコンテナそのものはガスの排出を阻害しない構造になっている。しか
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し、上部シートとして遮水シートを使用する場合の蓄熱性とフレキシブルコン

テナから出たガスの排出問題に対処するために、ガスについてはガス抜きパイ

プを設置している。当初、ガス抜きパイプは地盤面から立ち上げていたため沈

下に追随できなかったが、最近ではフレキシブルパイプ等により対応するなど、

改善されている。蓄熱については、フレキシブルコンテナの設置段数の制限や

排熱パイプ（ガス抜きパイプ兼用）設置、温度管理により、蓄熱による火災発

生を抑制する必要がある。  

防水性クロス形の防水機能を担保する材料である内袋は非常に薄くて弱く

（貫入抵抗はランニング形の本体は 1,000N程度に対し、厚さ 100µmの内袋は

40N程度）、落下一回で破損（内袋の厚さ 100µm程度）する事例があるため、

留意が必要である。なお、本体と内袋が複層構造（異なる材質、伸び率）の場

合は、セットの仕方によって、内袋が破損することが起こり得ることもあるた

め、留意が必要である。その他、内袋にアルミ箔を使用しているものがあるが、

将来、焼却する場合には、水素発生による爆発等が危惧されるので処分方法を

事前に検討しなければならない。  

一方、透水性のタイプは、水やガスは通すため、透過水が排水基準に適合し

ていれば、公共の水域および地下水の汚染を防止することができることから、

透水性の内袋にセシウム捕集剤を具備した適用品も上市されている。  

水分量の少ない除染廃棄物は、上部より雨水等が浸透しなければ、放射性物

質の外部流出も抑制され、体積変化もほとんどない。しかし、水分量の多い腐

敗性除染廃棄物等の場合、防水性タイプを使用することによって汚染水が外部

に流出する可能性は低くなるが、経時的に内部に腐敗水やガスが溜まり、移動

時に汚染水の拡散、悪臭等の環境被害を招く可能性が考えられる。また、余剰

水がそのままフレキシブルコンテナに残留することから体積変化（減容化の阻

害）が抑えられ、余剰水が多い場合は中間貯蔵施設への移動時に余剰水を別途

処理する必要性がある。  

透水性クロス形の場合、余剰水を外部に流出させることで圧縮による減容化

が促進できる。また、透水性クロス形の内袋にセシウム吸着機能を持たせるこ

とでセシウムの外部流出を抑えることも可能である。  

これらを具現化したのが透水・減容形セシウム吸着フレキシブルコンテナで

あり、図2.5、図2.6にその一例を紹介する。透水・減容形セシウム吸着フレキ

シブルコンテナは外袋と内袋からなる2層構造で、内袋は選択的セシウム吸着

能力に優れた材料(プルシアンブルー、ゼオライト等)を不織布に含浸(または塗

布)したもので、放射性セシウムを包含した土粒子の外部流出をフィルター機能

で抑制するとともに、腐敗性除染廃棄物から発生する可能性がある放射性セシ

ウム(イオン化したもの)をプルシアンブルー等により吸着することで、放射性

セシウムの外部流出を抑え、余剰水(浄化された水)を外部へ排出することで減

容化が可能となるものである。 
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図2.5 セシウム吸着イメージ例 

 

 

用 途・・・除染物または腐敗性廃棄物を含む除染物の一時保管に使用  

型 式・・・φ1100mm×H1100mm 

主材料・・・紫外線劣化防止剤入りポリプロピレン織布 

図2.6 透水性クロス形フレキシブルコンテナの事例
8 )
 

 

2) 耐久性 

仮置場での保管期間は3年程度とされており

9)

、フレキシブルコンテナに何ら

かの被覆がなされない保管状態の場合は、耐久性向上のための十分な検討が必

要である。  

以下、環境省の「除染等工事共通仕様書」（平成26年4月25日第7版）第 2章

第3節工事材料より、大型土のう袋等の除去土壌等および土砂を保管する容器

の要求される性能について抜粋する。  

①  防水性および遮水性のいずれも必要としない場合に利用する耐候性大型

土のう袋、またはクロス形フレキシブルコンテナの場合 

・財団法人土木研究センターが定めている「耐候性大型土のう積層工法設

計・施工マニュアル」または日本フレキシブルコンテナ工業会が定めてい

る「除染ガイドラインに沿ったフレキシブルコンテナ」のクロス形フレキ

シブルコンテナの仕様を満足し、材料および袋体に要求される性能規定を
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満足していることを公的試験機関で証明された製品とする。 

② 内袋に遮水性を必要とする場合に利用する内袋付き耐候性大型土のう袋

または内袋付きクロス形フレキシブルコンテナの場合 

・外袋となる耐候性大型土のうまたはクロス形フレキシブルコンテナで、①

を満足する製品とする。 

・内袋は、監督職員が別途指示する性能を有する製品とする。 

・仮置場への搬入・設置終了後も内袋に遮水性を必要とする場合は、監督職

員が別途指示する圧縮試験および落下試験を満足する製品とする。 

③ 防水性および遮水性を必要とするランニング形フレキシブルコンテナの

場合 

・日本フレキシブルコンテナ工業会が定めている「除染ガイドラインに沿っ

たフレキシブルコンテナ」のランニング形フレキシブルコンテナの仕様を

満足し、材料および袋体に要求される性能規定を満足していることを公的

試験機関で証明された製品とする。 

 

(4)  内容物の性状に応じたフレキシブルコンテナや耐候性大型土のうの提案仕様 

フレキシブルコンテナや耐候性大型土のうの安全性(容器の損壊、セシウムの流

出抑制等)および最終処分のための減容化を踏まえた提案仕様例を表2.2に示す。  

フレキシブルコンテナや耐候性大型土のうの選定は、除染廃棄物の種類や水分

量、仮置場、移送、最終処分の方法等を総合的に検討して決定することが重要で

ある。 
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表2.2 内容物の性状に応じたフレキシブルコンテナや耐候性大型土のうの提案仕様例 

内容物 水分量 フレキシブルコンテナ仕様 効果 

・落葉、苔、泥等の堆積

物 

・除去した草、芝 

・伐採した剪定枝等 

・樹木の剥ぎ取り粗皮 

多 

・ 

少 

・耐候性大型土のう(透水 

性タイプ)に、セシウム等

を吸着する物質を長繊維

不織布に含浸させた内袋

を使用したもの 

・減容化推進 

・放射性セシウム

の流出抑制 

・砂利、砕石その下部の

土壌 

・除去表土 

・舗装面表面の切削く

ず、粉塵 

・拭き取りに使用したブ

ラシ、ウエス、サンド

ペーパー 

・削り取った固化材 

・泥等の堆積物 

多 

・耐候性大型土のう(透水 

性タイプ)に、セシウム等

を吸着する物質を長繊維

不織布に含浸させた内袋

を使用したもの 

・減容化推進 

・放射性セシウム

の流出抑制 

少 

・ランニング型フレキシブ

ルコンテナバック(防水

性タイプ) 

・放射性セシウム

の流出抑制 

・耐候性大型土のう(防水 

性タイプ) 

・放射性セシウム

の流出抑制 

・稲わら、剪定枝、堆肥、

廃木材 

 

多 

・ 

少 

・耐候性大型土のう(透水 

性タイプ)に、セシウム等

を吸着する物質を長繊維

不織布に含浸させた内袋

を使用したもの 

・減容化推進 

・放射性セシウム

の流出抑制 

・石炭がら、焼却炉の残

渣 （主灰飛灰）、炉

清掃掃出物その他焼

却残渣 

・排水処理汚泥、活性汚

泥法による余剰汚泥、

洗車場汚泥等 

・畜産業から排出される

牛、馬、豚、めん羊、

にわとり等の糞尿 

・畜産農業から排出され

る牛、馬、豚、めん羊、

にわとり等の死体 

・鉄くず等 

多 

・ランニング型フレキシブ

ルコンテナバック(防水

性タイプ) 

・放射性セシウム

の流出抑制 

・耐候性大型土のう(透水 

性タイプ)に、セシウム等

を吸着する物質を長繊維

不織布に含浸させた内袋

を使用したもの 

※臭い、汚水(放射性セシウ

ムを含まない)による 

・減容化推進 

・放射性セシウム

の流出抑制 

少 

・耐候性大型土のう(透水 

性タイプ)に、セシウム等

を吸着する物質を長繊維

不織布に含浸させた内袋

を使用したもの 

※鉄くず等無機質類に限る 

・放射性セシウム

の流出抑制 

 

2.2.2  除染廃棄物の収集および運搬方法 

除去物等の収集、仮置場等への運搬にあたっては、放射性物質が人の健康や生活

環境に影響を及ぼさないよう、安全対策が求められる。このため、除去物等の積込

みや荷降ろし、運搬の際に、放射性物質が飛散したり流出したりしないように努め
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る。また、収集・運搬している除去物からの放射線による公衆の被ばくを抑える等

の検討が必要である。 

・飛散防止策 

・二次汚染防止策 

・遮蔽対策 

・その他 

このほか、除去物等の運搬を効率的に行うため、以下の対策も必要である。 

・運搬車と運搬経路の選定 

・除染実施対象地区での一時的な保管 

 

以下、環境省「第三部  指定廃棄物関係ガイドライン」

10)

（平成25年 3月第2版）の

「第3章  指定廃棄物の収集及び運搬の基準」より以下に示す。  

(1)  特定廃棄物の処理の基準（規則第23条）

3) 

各項目における規則条文の記載においては、「特定廃棄物」を「指定廃棄物」

と読み替えて記載する。 

 

1) 健康被害および生活環境に係る防止(規則第23条第1項第1号イより)  

指定廃棄物による人の健康または生活環境に係る被害が生じないようにする

必要があり、以下に示す対応等を行うことが考えられる。 

� 指定廃棄物の搬出にあたっては、保管場所からの飛散、流出を防止するため、

自動車等のタイヤ・車体、作業員の長靴等の洗車等を行うこと。 

� 住宅街、商店街、通学路および狭い道路を避け、地域住民に対する影響を低

減するため、混雑した時間帯や通学通園時間帯の運搬をできるだけ避けるこ

と。 

� 指定廃棄物の運搬終了後に指定廃棄物以外の廃棄物を運搬する際に、必要に

応じ、運搬車両や運搬容器の洗浄等を行い、汚染の防止に努めること。 

� 洗浄等を行った際に発生する排水を適切に処理すること。 

2) 指定廃棄物を飛散、流出および漏出させないための必要な措置(規則第 23条第

1項第 1号ロより) 

指定廃棄物（指定廃棄物から生ずる汚水を含む）が運搬車から飛散し、流出

し、および漏れ出さないように、指定廃棄物を容器に収納する等必要な措置を

講ずる必要があり、指定廃棄物の種類を考慮し、表2.3に示す措置が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

表2.3 容器等に収納した運搬の必要な措置例

10) 

 

 

3) 雨水浸入の防止(規則第23条第1項第1号ハより) 

指定廃棄物に雨水が浸入しないように、指定廃棄物の表面を遮水シートで覆

う等必要な措置を講ずる必要がある。 

� 防水効果の高い遮水シートとしては、ポリエステル製やポリプロピレン製の

トラックシート等を用いることが効果的である。 

� フレキシブルコンテナと遮水シートを組み合わせた運搬の例を図2.7に示す。 

 

 

図2.7 フレキシブルコンテナと遮水シートを組み合わせた運搬（例）

10) 

 

4) 悪臭・騒音または振動による生活環境保全上の支障の防止(規則第23条第1項

第1号ニより) 

収集または運搬に伴う悪臭、騒音または振動によって生活環境の保全上支障

が生じないように必要な措置を講ずる必要があり、以下に示す対応をとること

が考えられる。 

� 指定廃棄物を積卸しする際には、低騒音・低振動の機械を用いること。 

� 悪臭を発生する指定廃棄物を運搬容器に収納する際には、建屋等により外部

と遮断できる構造の施設内で行うこと。 

� 運搬時は、アイドリングストップを励行し、急な加速・減速、空ぶかしを行

わないこと。 
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� 深夜帯の運搬をできる限り避けること。 

5) 他の物との区分(規則第23条第1項第1号ホより) 

指定廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して

収集・運搬する必要がある。 

� 指定廃棄物と他の廃棄物を混載することによる二次汚染等の防止の観点か

ら、指定廃棄物の専用積載とすることが効果的である。 

� 船舶や貨車による運搬においては、他の物との混載のほか、複数の種類の指

定廃棄物を大量運搬することが想定されるため、個々に運搬容器に入れる等

他の物と確実に区分して運搬することが必要である。指定廃棄物の種類ごと

に区分し運搬することも考えられる。 

� 区分して運搬する例を図2.8に示す。 

 

 

図2.8 容器により区分して運搬する例（フレキシブルコンテナ）

10) 

 

6) 施設設置時の生活環境の保全(規則第 23条第1項第 2号より) 

指定廃棄物の収集または運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の

保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずる必要がある。 

� ここで、指定廃棄物の収集または運搬のための施設としては、運搬車両の車

庫や駐車場、運搬容器の保管施設が考えられる。 

� 当該施設の設置および運用にあたっては、悪臭、騒音、振動等の発生を抑制

するための措置を講ずる必要がある。 

7) 運搬車および運搬容器からの飛散・流出・悪臭の防止(規則第 23条第 1項第 3

号より) 

運搬車および運搬に用いる容器は、指定廃棄物が飛散し、または流出し、悪

臭が漏れるおそれのないものを用いる必要がある。 

① 指定廃棄物の飛散の防止 

・指定廃棄物を運搬する場合には、フレキシブルコンテナ（内袋付き等）の容

器に入れ、シート掛けを行う等、指定廃棄物が露出しないように運搬する必

要がある。なお、焼却灰やばいじん等の細粒分の多い指定廃棄物を運搬する

場合には留意が必要である。 

・廃棄物の積み降ろしにあたっては、以下の点に留意すること。 
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� 指定廃棄物の収納に伴い、運搬容器に裂け目、亀裂やひびが入っていないか

目視で点検を行うこと。 

� 焼却灰やばいじん等を運搬容器へ収納する際には、指定廃棄物が飛散しない

よう、建屋内での作業や適度な散水等を行うこと。 

� 指定廃棄物をフレキシブルコンテナ等の運搬容器に収納する際には、運搬容

器が破損しないよう慎重に行うこと。 

� フレキシブルコンテナ等の運搬容器が破損しないよう注意して、積み降ろし

を行うこと。 

なお、指定廃棄物の保管場所において使用されていた容器については、一

定の期間にわたる保管に伴い、保管期間によっては、容器の強度が低下し、

指定廃棄物を移動させる際に容器が破損し、飛散するおそれがあるため、運

搬に伴って当該容器を持ち上げたり移動したりする際には、あらかじめ容器

に破損等がないことを確認するとともに、少しずつ持ち上げて容器の破損等

が起きないことを確認するなど、当該容器の強度を確認し、指定廃棄物が飛

散することのないように作業すること。 

② 指定廃棄物の流出防止 

・泥状あるいは液状の指定廃棄物を運搬する場合には、水密仕様の有蓋車や汚

泥吸排車、または密閉性のある容器に収納して運搬すること。 

・固体状の廃棄物であっても運搬中の振動に伴い、保有する水分が流出するお

それもあることから、水密仕様の有蓋車や密閉性のある容器を用いること。 

・指定廃棄物の性状によって、耐腐食性、耐水性、耐熱性、耐貫通性等を有す

る運搬車や運搬容器を選択する必要がある。 

・液体の指定廃棄物を取り扱う際には、流出した指定廃棄物が回収できるよう

に床面が浸透しにくい構造等を備えた場所で行う必要がある。  

③ 指定廃棄物からの悪臭の防止 

・具体的には、悪臭の発生するおそれある指定廃棄物の場合には、密閉性の容

器に収納する必要がある。 

8) 放射線障害防止(規則第23条第1項第4号ニより) 

収集・運搬の過程における公衆の放射線障害防止の観点から、指定廃棄物を

積載した運搬車の表面から1m離れた位置における空間線量率（測定は「第五部  

放射能濃度等測定方法ガイドライン」
11 )

（平成 25年 3月第 2版）第 2章の方法で

行う。）の最大値が 100µSv/hを超えないよう放射線を遮蔽する等必要な措置を

講じる必要があり、遮蔽方法として以下のものが考えられる。 

� 積み込みに際して、放射性物質濃度の高い指定廃棄物を荷台の中心付近に、

低い指定廃棄物を外周に配置する。 

� 土のう、鉛板、鉄板、コンクリート壁等により周囲を遮蔽する。 

� 荷台の中心のみに指定廃棄物を配置し、車体表面からの距離を確保する。 

� 遮蔽効果のある内張付きの容器等により遮蔽する。 

これに限定せず運搬車両および容器に遮蔽材を考慮することが望ましい。遮蔽
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材には、熱可塑樹脂にタングステン、加硫ゴムに硫酸バリウム等の材料が開発さ

れている。 

 

2.2.3  除染廃棄物用容器の配置 

「第四部  除染廃棄物関係ガイドライン」

2)

（平成25年 3月第2版）によれば、フレ

キシブルコンテナに収納した除染廃棄物や腐敗性除染廃棄物を積上げて保管する場

合、以下に示すような保管を行う必要があるとしている。 

①  フレキシブルコンテナへ汚泥等の水分を多く含む除染廃棄物を収納する場合

や、雪等の大量の水分が除染廃棄物に混ざっている場合は、積上げによる自

重によって汚水が浸み出すおそれがあるため、積上げ保管はできるだけ避け

ることが必要である。ただし、排水設備が設置された建屋内に保管している

場合等、汚水が流出しない保管場所においては、この限りではない。  

フレキシブルコンテナに収納した除染廃棄物を積上げて保管する場合は、崩

落や破損防止の観点から、積上げ高さを 2～3ｍ（ 2～3 段積み）までとするこ

とが効果的である。  

②  腐敗性除染廃棄物をフレキシブルコンテナ等に収納する場合には、崩落防止の

ほか、発酵熱の蓄熱、火災防止等の観点から積上げ保管を可能な限り避ける。 

積上げを行う場合は、高さ 2m 程度(フレキシブルコンテナ 2 段積み程度)ま

でとし、一山当たりの長さを、縦 5m 程度(フレキシブルコンテナ 5 個程度)、

横を 20m 程度以下にする等できるだけ小規模な山とし、積上げ後は崩落防止

等の観点から廃棄物の状態を定期的(月 1 回程度を目安)に確認する必要があ

る。  

 

 
図2.9 仮置場における腐敗性除染廃棄物の積上げ方および保管イメージ図

2)

 

 

以上、汚染水の漏水防止、火災防止等についての保管方法であるが、さらに、フ

レキシブルコンテナに収納した除染廃棄物の減容によっては、上部遮水シートに大

きな凹みが発生し、上部遮水シートの損傷に繋がるものとなる。これらの対策は重

要な事項であり、その対策の一例は3.管理の「3.2.4 環境管理対策」に記載する。 
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2.3  仮置場の主要施設構造   

2.3.1  下部シート工 

「第四部 除染廃棄物関係ガイドライン」（平成 25年 3月第 2版）、「除染工事

共通仕様書」（平成26年4月 25日第 7版）より、遮水シート等の設置にあたっては、

次の点に留意することと記載されている。 

①  保管する除染廃棄物が遮水シートの外に出ることのないよう、除染廃棄物を

置く範囲よりも遮水シートを広めにとって設置すること。  

②  地面の凹凸がある場合は、予め整地した上で設置することにより、遮水シー

トの破損を防ぐこと。  

③  遮水シート等は一重を基本とするが、保管が一定の期間にわたる場合は、二

重敷設も検討すること。  

④  遮水シートの厚さは、保管場所の条件や想定される保管期間等を考慮し、適

切なものを選択すること。  

⑤  除染廃棄物から漏出した汚水が遮水シート上に溜まることを防ぐため、次の

ような措置をとること。  

・土壌(一定の粘性を有するもの。細粒分 15～ 50%程度。)を遮水シートの上に

敷き、その上に容器を設置する。なお、混合土を用いる場合にはベントナイ

トやゼオライト等のセシウムの吸着能のある物質を用いることが効果的で

ある。  

・傾斜をつける等、汚水の溜まりを防止すること。  

 

また、遮水シートに替えて、ベントナイトシートや粘性土等の土層を設置する

例もある。特に、水分を多く含む除染廃棄物の保管が一定の期間にわたる場合は、

ベントナイト混合土等の粘性土層やセシウム吸着能を有する土層の設置が効果的

である。 

③に記載しているように、基本的に仮置場で遮水シート等を二重シートとする

必要性はないが、仮置場の保管期間が 3年を超え、諸般の事情により、中間処理

施設への移管が遅延することが予想される場合については、二重シートとするこ

とも考慮する必要がある。 

  

(1)  下部遮水シート工 

1）遮水シートの種類および性能 

遮水シートの分類を図 2.10に示す。現在仮置場では、主にオレフィン系熱可

塑性ゴム、低密度ポリエチレン等の中弾性遮水シートが使用されている。 
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図2.10 最終処分場における遮水材料の分類

1 2 )

 

 

① オレフィン系熱可塑性ゴム(TPO-PP、TPO-PE) 

・TPO-PP(Thermo Plastic Olefin－Polypropylene) 

結晶性の高い汎用樹脂(ポリプロピレン)と結晶性の低い柔軟なゴムを重合

段階から混在させ重合したゴムで、結晶性の低いゴム成分を多く含んでおり、

温度変化に伴う寸法変化(線膨張係数)が比較的小さい熱融着のできる遮水

シートである。 

FPP(フレキシブル・ポリプロピレン: Flexible Polypropylene)、FPA(フレ

キシブル・ポリプロピレン・アロイ:Flexible Polypropylene Alloy)とも呼

ばれている。 

・TPO-PE(Thermo Plastic Olefin－Polyethylene) 

ゴム成分(EPDM)とポリエチレン等の樹脂成分を機械的にブレンドすること

により、ゴム弾性と熱可塑性を兼ね備えた熱融着のできる遮水シートである。 
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②  低密度ポリエチレン(LDPE:Low Density Polyethylene、 LLDPE:Linear Low 

Density Polyethylene)  

エチレンの重合によって作られる合成樹脂で、中弾性遮水シートとして使

用されているものは、側鎖の多い低密度ポリエチレン(LDPE)と側鎖の少ない

直鎖低密度ポリエチレン(LLDPE)に大別される。   

 

日本遮水工協会の遮水シートの自主基準

13)

を表2.4～表2.6に示す。  

 

表2.4 遮水シートの基本特性（t=1.5mm以上） 

項  目 基本特性 自主基準値 単位 試験方法 基準根拠 

遮水特性 透水係数 

1.0×10

－ ９  

以下 

cm/sec － 

透湿度より換算

(全都清要領準拠) 

強度特性 

引

張

強

さ 

本体 140 以上 

N/cm 

JIS K 6251 

日本遮水工協会自

主基準(中弾性タ

イプ)

※

に準拠 

接合

部 

80 以上 

伸び率 

（本体） 

400 以上 % 

※この他 に、低 弾 性 、高 弾 性 タイプがある。適 用 に当 たっては都 度 検 討 するものとする。 

 

表2.5 遮水シートの耐久性に係る特性 

項目 

合成ゴムおよび合成樹脂系 

（中弾性タイプ） 

耐候性、紫外線変化性能 

（％以上） 

引張強さ比 80 

伸び率比 70 

熱安定性（％以上） 

引張強さ比 80 

伸び率比 70 

耐ストレスクラッキング性 － 

耐薬品性 

耐酸性 

(%以上) 

引張強さ比 80 

伸び率比 80 

耐アルカリ性 

(%以上) 

引張強さ比 80 

伸び率比 80 

安全性（溶出濃度） 基準値以下 
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表2.6 遮水シートの接合部性能(工場、施工現場) 

項 目 検査方法 基  準 （例） 摘  要 

外  観 目視検査 

浮き、剥がれ等がない

こと。 

  

性 能 

素材、

施工部

位、接

合方法

に応じ

て選択 

検査棒 

挿 入 

検 査 

検査棒先端の侵入、接

合部の剥離がないこ

と。 

検査棒の押当力は遮

水シートに変形が生

じない程度とする 

加 圧 

検 査 

漏気の無いことおよ

び圧力低下率が20 %

以下であること。 

圧 力：0.10MPa (中

弾性ﾀｲﾌﾟ) 

保持時間：30秒 

負 圧 

検 査 

(容 器 

方 式) 

気泡が発生しないこ

と。 

ｹﾞｰｼﾞ圧：-6.7 kPa(50 

mmHg)程度 

観察時間：10秒 

接合部 

強度 

接合部 

せん断試験 

基準数値に適合する

こと。 

試験片幅：25 mm 

試験速度：50 mm/min 

 

「第4編  除去土壌の保管に係るガイドライン」（平成25年3月第2版）では「こ

れまで 15年以上の耐久性が確認されている。さらに、土壌中での使用であれば、

紫外線による劣化もなく、廃棄物最終処分場においては埋立開始から30年以上の

使用実績がある。（出典：日本遮水工協会）」とあるが、耐久性評価は、国際ジ

オシンセティックス学会(IGS)日本支部ジオメンブレン技術委員会編「廃棄物処

分場における遮水シートの耐久性評価ハンドブック」

14)

（技報堂出版（株））を

参照すること。  

 

(2)  保護材 

「第四部  除染廃棄物関係ガイドライン」（平成 25年 3月第 2版）では、保護材

の使用にあたっては、次のように記載されている。  

①  遮水シート等に損傷を与えるおそれのある保管を行わないことが基本であ

るが、保管する廃棄物に突起物等が含まれる等、遮水シート等の破損が懸念

される場合は、遮水シート等の保護を目的として、遮水シート等と地面や廃

棄物との間に保護マット（不織布その他）、保護土壌を設置する等の措置が

効果的である。  

②  除染廃棄物から漏出した汚水が遮水シート上に溜まることを防ぐため、次の

ような措置をとること。  

・土壌（一定の粘性を有するもの。細粒分15～ 50％程度。）を遮水シートの上

に敷き、その上に容器を設置する。なお、混合土を用いる場合にはベントナ

イトやゼオライトなどのセシウム吸着能のある物質を用いることが効果的で

ある。 

・ 遮水シートに替えて、粘性土層等を設置する方法もあり、特に水分を多く含

む除染廃棄物の保管が一定の期間にわたる場合は、ベントナイトシート等の

粘性土層や、セシウム吸着能を有する土層の設置が効果的である。 



33 

 

ベントナイトシート（GCL：Geosynthetic Clay Liner）とは、図2.11に示すよ

うに、ベントナイトを遮水シートおよびジオテキスタイルなどと加工した複合材

料であり、実績も多く一つの方法とされている。 

また、「除染工事共通仕様書」（平成 26年 4月25日第7版）では、「下部シート

保護のために、下部シート上部に10㎝程度の保護層を山砂等で設置する。」とし

ている。 

上記②のように吸着能のある材料としては、プルシアンブルー含浸不織布や高

吸水膨潤性繊維複合不織布、ジオテキスタイルとゼオライトとの複合材料である

ゼオライトシート等のセシウムの吸着性能を有する材料や撤去時の容易さを考慮

した保護材も製品化されている。 

 

 

 

    

写真2.1 GCL敷設例               図2.11 GCL断面構造 

 

 

                   

写真2.2 下部遮水シートの上にプルシアンブルー含浸不織布、高吸水膨潤性繊維複合

不織布の例 

 

日本遮水工協会の自主基準

15)

に準拠した保護マットの特性を表 2.7～表 2.9に示

す。  
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表2.7 保護材の基本特性 

項目 

基本 

特性 

自主基準値 

単位 試験方法 

長繊維

不織布 

短繊維

不織布 

反毛 

フェルト

※

 

ジオコン

ポジット 

強度特性 

貫入 

抵抗 

500 以上  N ASTM D4833 

※JIS L 3204の3種 4号 相 当 以 上  

 

表2.8 保護材の耐久性に係る特性 

項  目 

基 本 

特 性 

自主基準値 

単 

位 

試験方法 

長繊維

不織布 

短繊維

不織布 

反毛 

フェルト

※

 

ジオコン

ポジット 

耐久性  
貫  入  
抵  抗  

WS型促進暴露試験後 (1000h) 500 以上  N 
JIS A 1415 

ASTM D4833 

※JIS L 3204の3種 4号 相 当 以 上  

 

表2.9 保護材の接合部性能(工場、施工現場) 

項 目 検査方法 基  準 （例） 

外  観 目視検査 破れやほつれ、極端なシワのないこと。 

接合状態 目視検査 風にとばされない程度 

 

(3)  下部集排水構造   

浸出水の集水桝は図 2.12、図 2.13に示すように堰堤外側に設置する方法がある

が、下部遮水シートに浸出水排水パイプを貫通させる必要がある。  

図 2.14に示すように堰堤内側の一部を掘り下げ、設置する方法の場合は、遮水

シートを貫通させる必要はない。  

 

図2.12 集水桝(堰堤外側)

16)
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図2.13 排水保護材使用例 

 

 

図2.14 集水桝(堰堤内側)

16)

 

 

2.3.2  上部シート工 

除染等工事等により排出される除染廃棄物は、一時的に現場付近に、その後仮

置場にて、中間貯蔵施設に移管するまでの3年程度保管される。保管の方法等は

「第4編  除去土壌の保管に関するガイドライン」（平成 25年5月第2版）、「第四

部  除染廃棄物関係ガイドライン」（平成25年 3月第2版）、「除染等工事共通仕

様書」（平成 26年4月 25日第7版）等に記載され、廃棄物の現場保管、仮置場には

上部遮水シートを敷設し、雨水等が廃棄物に浸透しない構造を求めている。  

現場保管や仮置場に搬入された除染廃棄物や除去土壌等を、可燃物設置場所に

ついては通気性防水シート（ジオコンポジット等）と遮水シートを組み合わせて

用い、不燃物設置場所については遮水シートもしくは通気性防水シートを用いて

覆う構造となり、また、景観に配慮し周辺環境に馴染む色を使用する。  

保管場所からの浸出水が発生した場合の外部流出リスクを減らす目的で、法尻

部に盛土や土のう等による簡易な堰堤を設置する場合、下部遮水シートはこの堰

堤外部まで設置し、上部の通気性防水シートも堰堤外部まで設置する。この仕様
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の場合、下部遮水シートと通気性防水シートとの防水目的の融着は不要であるが、

風の吹きこみ防止、あるいは腐敗性廃棄物の内部が蓄熱により燻っている場合は、

隙間があると空気（酸素）が流入し、温度上昇するなど火災の可能性がある。  

この対策としては、以下の方法がある（図2.15参照）。 

①下部遮水シートと上部シートを接合する。 

②土のうやコンクリートブロック等を連続設置する。 

③埋め戻す。 

 

①～③を行い、空気が大量に内部へ入るのを防止する方法をとる。 

 

 

図2.15 法尻部風吹き込み防止例
16 )

 

    

(1)  上部遮水シート工 

遮水シートの種類および性能については2.3.1（1）を参考に選定する。 

 

(2)  通気性防水シート 

日本遮水工協会の現場保管場所・仮置場の上部シート（通気性防水シート）の

自主基準

13)

を表 2.10～表2.13示す。上部遮水シートについては、前掲表2.4～表2.6

の遮水シートの自主基準を参照する。  
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表2.10 通気性防水シート基本特性 

項   目  基本特性  自主基準値  試験方法  基準根拠  

遮水  
特性  

透湿度  
2,500 g/m2

・24h 
以上  

JIS Z 0208 
 (40℃、90%RH)  
またはJIS L 1099 

 (A-1法)  

蒸発散による

放熱の加速  

透水係数

※  
1.0×10－ ９  

cm/sec 以下  
JISA1218 

（変水位法）準拠  
― 

強度  
特性  

引張

強さ  

本体  
345N/5cm 以上  

JIS L 1908 

風圧力による

検討結果より

設定  接合部  

伸び率（本体） 15% 以上  ― 

貫入抵抗  500N 以上  ASTM D4833 
全都清要領  
保護マット目

安に準拠  
※遮 水 特 性 の指 標 としては「透 水 係 数 」「耐 水 度 」があるが、日 本 遮 水 工 協 会 の自 主 基 準 としては

「透 水 係 数 」を採 用 。ただし「透 湿 度 」からの換 算 ではなく土 の透 水 試 験 に準 拠 し実 測 。 

 

表2.11 耐久性に係る特性 

項  目 基本特性 

自主 

基準値 

試験方法 基準根拠 

紫 外 線 対 策

耐 候 性 試 験

機 に よ る 暴

露 試 験

1,000時間 

引張

強さ 

本体 

285 N/5cm 

以上 

JIS L 1908 

1,000時間根拠 

耐候性大型土のう設置ガ

イドラインより一般に耐

候 性 試 験 機 で 暴 露 時 間

300時間が屋外の1年に相

当する。 

接合部 

 

耐久性試験は屋外暴露 3年を目安として、実施されるが、耐久性については、

シミュレーションにより、評価される。 

  

表2.12 接合部検査 

項  目 検査方法 検査基準 

適 用 

自動熱

融着 

手動熱

融着 

接着剤

接合 

性能 

目視検査 

浮き、剥がれ等が無い

こと 

○ ○ ○ 

検査棒挿入検査 

検査棒先端の侵入、接

合部の剥離がないこと 

○ ○ ○ 

リモートセンシ

ング検査 

閾値に適合すること

(リモートセンシング

研究会) 

○ ― ― 

○：検査適用可能  -：検査適用外  ※手動熱融着は原則用いない 
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表2.13 その他（必要に応じて考慮） 

項  目 代用特性 自主基準値 試験方法 備 考 

景観対策  色  
白・灰・黒  
・グリーン  

―   

耐水度  ― 
1,000 

 mmH2O 
以上  

JIS L 1092 A法  
凹部方向（滞水）の特性

ではない（平場試験） 

※耐 水 度 1,000mmH2Oは、凹 部 1,000mmまで許 容 するものではない。極 力 少 なくすることが望 ましい。 

 

1) 上部シート材料の施工 

上部シート材料の施工には、通気性防水シートと遮水シートがあるが、遮水シ

ートは、廃棄物最終処分場に準拠して行うのでここでは、通気性防水シートに重

きを置くものとする。 

a)  通気性防水シート施工フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.16 通気性防水シート        写真2.3 通気性防水シートの自動熱融着によ  

施工フロー                     る広幅加工例 (融着部リモセン検査) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真2.4 通気性防水シート敷設例 

資材の搬入 平地に資材配置 資材チェック 

仮止め(土のう等) 

上部おちこみ対策確認 

端部処理（固定）・検査 

自動熱融着広幅加工・敷設 

完了 
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通気性防水シートの広幅加工は、フレキシブルコンテナ上では行わない。施工

せざる得ない場合はコンパネ等をシート下部に設置し、十分な平坦部の上で施工

する。 

端部は折りたたみとし、手動熱融着は適用しない。 

 

    

写真2.5 フレキシブルコンテナ    写真2.6 広幅通気性防水シートの 

凹凸対策例(ジオグリッド)        敷設例  

 

b)  主要施工機械 

表2.14 主要施工機械一覧 

機器名 仕様 摘要 

発電機  
20kVA 

熱融着機用 

1.2kVA 

自走式融着機  
熱風コテ式 (200V) 通気性防水シートの 

接合用 熱コテ式 (200V) 

キャプタイヤ  50m 延長コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱コテ式自走融着機          熱風式自走融着機 

写真2.7 自走式融着機 

 

c)  敷設面の確認（通気性防水シート敷設面凹凸対策） 

引継工事責任者からの敷設面の引き渡しに際しては、下記の項目について確

認する。 
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①  敷設面に大きな不陸や、経時による沈下等で大きな不陸が生じないことを

確認する。沈下が想定される場合は、沈下となる対策や上部中央部にふく

らみを持たせる等、将来的に通気性防水シートに張力がかからないような

対策が施されていることに留意する。 

②  敷設面に鋭利な角を有する突起物がないこと。 

敷設面処理後、表面に廃棄物等の尖った物があると通気性防水シートの破損

のおそれがあるので留意する。 

③  排水勾配が適正であること。 

d)  使用材料の確認 

① 搬入材料の数量が適切であるか点検確認を行う。 

② 搬入材料は破損のおそれのない場所に保管し、梱包していない材料はブルー

シート等で覆い、濡れないように保管する。 

③ 材料を適切な位置に配置する。 

e)  施工条件（通気性防水シート接合時の気象条件） 

通気性防水シート施工の条件は、気温、風速、天候等を十分考慮しなければ

ならない。事前に接合部剪断引張強度試験を行い、所定の強度を確認し、進め

るものとする。 

f)  融着方法 

① 通気性防水シートの接合は自走式融着による接合を行う。 

② 接合状態を常に確認するとともに、その日の気象状況の変化には十分注意し、

融着作業を行う。 

③ 接合幅は、墨糸を打って幅寸法と直線性の確保を行う。なお、接合幅は図

2.16 を標準とする。 

④ 接合は熟練した作業員が行うものとし、現場には技術的な指導員を常駐さ

せる。 

⑤ 通気性防水シートの法面の昇降時には梯子・縄梯子等の上部・下部を固定

し、安全確認後使用する。 

 

 

 

 

（表示単位：mm） 

図2.16 自走式融着断面  

 

g)  自走式融着方法 

① 融着機は接合部小口端部が押圧ロールにかかるようにセットする。 

② 熱ノズルを重ね合わせ部分に挿入し、融着を開始する(図2.17参照)。 

③ 押圧ローラーがスリップし、走行不安定な場合は、走行方向に軽く浮かし気

味に引張り、走行を補助する。 

40～50 

40～100 
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図2.17 自走式融着接合例  

 

h)  通気性防水シートと下部遮水シートの接合方法 

① 通気性防水シートと下部遮水シートの接合は、基本的に性状が異なることよ

り、事前検討し、実施することを原則とする。端部における参考断面図例を

図2.18に示す。  

 

 

 

図2.18 端部参考断面図例 

 

② その他の接合方法を行う場合は、接合部強度、水密性等を十分検討するもの

とする。 
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2) 通気性防水シートの一般的補修方法例 

通気性防水シートの一般的補修方法例を下記に示す。 

 

 

損傷部を確認する。 

                       （大きさ、損傷度合い等） 

                         

 

 

                       通気性防水シートを損傷部の大きさ

に合わせて切断する。                           

                       補修用パッチは、損傷部の大きさよ

り大きく切断する。                          

 

 

                       損傷部に補修用パッチを乗せて、重

ねが10cm以上有ることを確認し、補

修する。 

 

 

図2.19 通気性防水シート補修例フロー図  

 

その他の補修方法の事例を以下に示す。 

① 通気性防水シートの場合、構成によっては、損傷部分を切り取り、その外周

部および補修用パッチの外周部を予め市販または専用アイロンで熱圧縮し

ておき、圧縮部同士を熱融着させる方法も適用されている

16)

。 

 

 

図2.20 通気性防水シートの補修例  
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② ホットメルト

注 )

等樹脂系接着剤を利用し、パッチ張する補修方法も適用さ

れている。ホットメルト接着剤を使用する例を下記に示す。 

 

   

図2.8 ホットメルト接着剤による補修例  

 

ⅰ)通気性防水シート同士の接合部付近のダストを箒・吸引機等で清掃する。 

ⅱ)通気性防水シート同士の接合部両側にまたがるようにホットメルト接着剤

を用いて貼付ける。 

ⅲ)貼付け後は上部より転圧ローラー等で、通気性防水シートに馴染ませる。 

ⅳ)接合状態を常に確認するとともに、その日の気象状況の変化には十分注意

し、接合作業を行う。 

 

注 ) ホットメルト接 着 剤 とは、常 温 では固 体 であるが、加 熱 溶 融 （80～100℃ ）することにより液 状 化 させ

て被 着 体 に塗 布 し、冷 却 固 化 によって接 合 を形 成 する熱 可 塑 性 接 着 剤 のことである。冷 却 固 化 の

ため、短 時 間 で接 合 でき作 業 性 を向 上 させることができる。また、形 態 が一 液 無 溶 剤 である接 着 剤

で、ポリエステル系 、変 性 オレフィン系 、反 応 型 ウレタン系 、改 質 アスファルト系 等 があり、被 着 体 と用

途 に合 わせて選 択 される。  

 

(3)  ガス抜き(放熱)管の設置  

「第四部 除染廃棄物関係ガイドライン」（平成 25年 3月第 2版）では、腐敗性

除染廃棄物の保管場所にガス抜き管を設置するにあたっては、以下の点に留意す

るように記載されている。 

� ガス抜き管に雨水が入らないよう、Ｕ字管または傘等を設けること。 

� 保管場所の規模等に応じて、ガス抜き管の口径や設置数を決定すること（規

模が大きい場合には150mm 以上のものとする等）。 

 

遮水シート等を保護する観点から、遮水シート等の上に覆土等を施すことも効

果的である。 

� ガス抜き管の設置場所付近は沈下が起きやすいため、予めガス抜き管接合部

をさや管と本管との二重構造にするなどの雨水対策を施しておくこと（図

2.21 参照）。 
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図2.21 ガス抜き管接合部の雨水対策（施工例）

2) 

 

しかしながら、フレキシブルコンテナを積み上げた状態での設置、腐敗性廃棄

物の特性や経時変化により現場では以下の問題が起こっている。 

①  平坦性が確保されていないので、遮水シート（通気性防水シート）の立ち上

げや接合等の作業は手間がかかる上に止水性を確保するのが困難である。 

②  雨水対策としてＵ字管や傘等の設置だけではなく、衛生上の（ネズミ等の侵

入）配慮が必要である。 

 ③ 腐敗性廃棄物の経時変化量は場所により異なり、また数十㎝に至る場所もあ

るので二重構造では対応し難いのが現状である。 

 

上記問題に対応するために、以下に示すような新しい構造、施工方法を提案す

る。  

 

1) プレ・セッティングタイプ 

フレキシブルコンテナ上での管と遮水シート（通気性防水シート）の接続部融

着作業が困難なため、予め工場成形品としてガス抜き部分を製造しておき、現場

では既に設置されたガス抜きさや管の位置に合わせ、アスファルト系ホットメル

ト接着剤等で一体化する。  
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図2.22 プレ・セッティングタイプ施工例  

 

<メリット>  

・不安定な状況で「ガス抜き管とさや管との位置合わせ」「通気性防水シー卜

との接合」をしなくて良いので、作業性・止水の信頼性が向上する。  

・現場での接合は平面部だけなので、各種接合方法や融着検査が実施できる。  

 

 

図2.23 プレ・セッティングタイプ施工手順例  

 

2) ねじ込みキットタイプ 

面状排水材をガス抜き管として用い、ねじ込み部材とガス抜き管キットで通

気性防水シートに接合する。  
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図2.24 ねじ込みキットタイプ施工例  

 

<メリット> 

・面状排水材をガス抜き管として用いることで不陸や沈下にも追随できる。  

・通気性防水シートにコンパスカッターで孔をあけ、部材をねじ込むだけの

簡単な施工で確実に止水ができる。  

・ガス抜き管キットの特殊な構造で、雨水が吹き込み難く、大きな昆虫や小

動物も侵入しない。  

 

 
図2.24 ねじ込みキットタイプ施工手順例 

 

また、遮水シート（通気性防水シート）でフレキシブルコンテナの設置段数が

多い等、ガス抜きパイプや放熱パイプ等が必要な場合には沈下による悪影響を防

止するため、有孔フレキシブルパイプ

17)

を設置する方法が考えられる。 

 

3) 有孔フレキシブルパイプを縦方向に設置 

有孔フレキシブルパイプを底面からガス抜き管排出口まで設置し、フレキシブ
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ルコンテナの沈下による影響を受けないようにする。  

なお、パイプ等貫通部は、例えば図2.26に示すように施工する。  

※有 孔 フレキシブルパイプは可 とう性 があるため、フレキシブルコンテナ設 置 完 了 まで、仮 設 の立 ち上

げ支 持 材 (棒 )等 により自 立 するように内 側 から支 持 しておく。完 成 後 は立 ち上 げ支 持 材 を撤 去 す

る。 

 

図2.25 有孔フレキシブルパイプ縦方向設置イメージ

16) 

 

 

図2.26 パイプ等直接固定断面

16) 

 

4) 有孔フレキシブルパイプを横方向に設置 

遮水シート（通気性防水シート）の上面に湛水した場合を考慮し、図 2.27 に示

すようにフレキシブルコンテナ上に有孔フレキシブルパイプを中央部から横方向

に配置し、斜面（側面）部の遮水シート等を貫通させて設置することを推奨する。

ただし、貫通部からの雨水等の浸入を防止する処理をしておくことが必要である。 
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図2.27 有孔フレキシブルパイプ横方向設置イメージ

16) 

 

「除染等工事共通仕様書」（平成 26年 4月 25日第7版）によると、不燃物設置場

所についても、内部で発生したガスが抜けない構造になっている場合は「上部シ

ートにガス抜き口を保管物設置場所の面積 400㎡ごとに１箇所設けること」とな

っている。 

 

2.3.3  雨水および表流水排水構造  

「除染等工事共通仕様書」（平成 26年 4月 25日第 7版）によると集排水設備とし

ては、以下の設置が記述されている。 

� 除染土壌からしみ出す水を集排水するための浸出水集排水溝 

� 浸出水集排水溝から浸出水集水設備に導く集排水管 

� 放射性セシウム確認用の浸出水集水設備 

� 保管物設置場所

※

への地表水の流入防止と仮置場内の雨水排水を兼ねた地表

水集排水溝（素堀り側溝） 

� コルゲートフリュームやU型側溝等の排水路 

 

※保 管 物 設 置 場 所 ：仮 置 場 等 においては、除 去 土 壌 等 の搬 入 ・設 置 、温 度 計 の設 置 が完 了 し、上

部 工 （上 部 シート、放 熱 管 （ガス抜 き管 ）、ガス抜 き口 の設 置 、端 部 処 理 ）が施 され、作 業 通 路 に囲

まれた単 位  

 

ここでは以下の課題がある。 

① 外周部だけでなく仮置場上部シートからの表流水が多く、上部シート周辺が

洗掘される。 

② 集排水管や排水溝の施工により、掘削残土が発生したり、砕石が必要になっ

たりする。 

③ 地盤が軟弱で大型の重機やトラッククレーンが侵入できない。 

④ 水量が浸出水集水設備（集水タンク等）の容量を超える。 
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写真2.9 集水溝破損事例  

                             

上記に示す課題の対応策として、以下のようなものがある。 

(1)  外周部への排水溝の設置と接続構造（①への対応） 

下部遮水シート端部と排水溝を接合する。 

 

 

図2.28 遮水シートとの取り合い例 

 

(2)  面状排水材等を集排水管の代わりに用いる（②への対応） 

面状排水材を使用することにより、掘削作業・掘削残土の抑制が出来、配水管

周りの砕石が不要となる。 

 

 

図2.29 面状排水材使用時のメリット 
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(3)  コルゲートフリュームやプラスチック製の側溝や集排水管を使用する（③への対応） 

 

 

図2.30 プラスチック製集排水管使用例 

 

(4)  タンク内に放射性セシウム吸着性のある材料（ゼオライト、プルシアンブルー等）を 

入 れておき万 一 、過 剰 水 が流 出 した場 合 の安 全 を担 保 する（④への対 応 ） 

 

図2.31 集水タンク例 

 

2.3.4  付帯設備、搬入道路、場内道路、照明、柵、掲示板等 

(1)  立入制限(柵、掲示板) 

・仮置場等の外周部に保管物設置場所から原則として4m程度離れた距離に高さ

1.8mの柵（ネットフェンス等）を設ける。  

・除去土壌等の保管場所等を記載した掲示板を仮置場等の出入口付近の見やす

い箇所に設置する。  

 

(2)  その他 

搬入道路、場内道路、照明等については、仮設であることを念頭に適宜最終処

分場の基準に準拠するものとする。 
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写真2.10 場内立入制限柵例 

 

2.3.5  仮置場の原状回復 

仮置場は、基本的に面積が大きく、市町村の基幹的な位置付けに含まれ、跡地利

用計画がすでに決定しているものもあることから、早期復旧・復興のためには土地

所有者等と協議上、安全性の確認を行い、仮置場の返還から跡地利用へと円滑に進

めるこが重要である。したがって、仮置場の今後の計画を見据え、土地の形状等を

確認し、効果的、効率的な原状回復と返還に努めることが重要である。 

 

(参考資料) 
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2) 環境省：廃棄物関係ガイドライン（平成25年3月第 2版）第四部  除染廃棄物関係ガイ

ドライン  

3) 環境省：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

施工規則（環境省令第33号），平成23年 12月 14日  

4) 環境省：除染等工事共通仕様書（平成26年 4月25日第7版） 

5) 日本フレキシブルコンテナ工業会：除染関係ガイドラインに沿ったフレキシブルコン
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性，第24回廃棄物資源循環学会・研究発表会，2013年11月  

9) 環境省：除染等のロードマップのポイント  

http:/ /www.env.go.jp/j ishin/rmp/attach/roadmap111029_b.pdf，（参照 2014-06-10）  

10) 環境省：廃棄物関係ガイドライン（平成 25年 3月第 2版）第三部  指定廃棄物関係ガ

イドライン  
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ート）および下部シート等の自主基準（第3版）（改訂  平成 26年 4月2日）  
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仮置き場上部シート -」より  

17) 国際ジオシンセティックス学会日本支部：ジオシンセティックス技術情報，Vol.29, 

No.2,Jul.2013（平成 25年7月 31日），pp.9-14 
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3.  管理  

維持管理の大きな目的は、仮置場より放射性廃棄物を外部に漏洩させない、火災を発

生させない等であり、維持管理は重要な役割を持っている。これらのトラブルを未然に

防止するため、それぞれの施設が適正に機能を発揮しているかを監視する必要がある。  

「第四部  除染廃棄物関係ガイドライン」

1)

（平成 25年 3月第2版）、「除染等工事共通

仕様書」

2)

（平成 26年 4月 25日第 7版）より、管理について以下に整理する。 

    

3.1  仮置場の温度管理   

3.1.1  発熱、発火 

有機物を含む腐敗性除染廃棄物の保管場所において、積み上げられた廃棄物層内での

生物学的および化学的作用に基づく発熱やメタンガス等の発生等に由来する火災発生

が考えられる。発火を防止するため、燃料を含む危険物(ガスボンベ、ライター、灯油

等)や、火花を散らす廃棄物(電化製品、バッテリー、電池等)の混在を避けるとされて

いる。 

 

3.1.2  仮置場の温度管理  

可燃物仮置場について、除去土壌等の運び込み完了後に保管している除去土壌等

の温度を測定することができるよう、データ収集機器付き温度センサーを保管物設

置場所の面積200m2
ごとに1箇所設置し、データ収録間隔は1時間とする。 

・温度センサー部は可燃物を保管している場所で、中心部に近い場所に設置する

こと。 

・温度計のケーブルを上下シート内に設置する際は、除去土壌等を入れた大型土

のう袋の形状の変化によってケーブルが切断されないよう、波形に配置して余

裕を持たせること。 

・温度計のケーブルの末端を保管物設置場所の側面の外に出し、末端の端子を雨

水等から保護するための措置を講じること。 

 

現在、熱赤外線カメラで可燃物仮置場の外部からの温度分布測定と管理の検討が

進められている

3)

のでその一部を紹介する。 

 

(1)  全体の測定 

図3.1のように高所に熱赤外カメラを取り付け、仮置場全体を測定する。このと

き、時間ごとの画像を保存し、経時変化を記録する。  



54 

 

  

モニタリング機器

RC送受信機

地上受信器

可視画像
熱赤外画像

発熱個所

ポール

９ｍ

 

図3.1 赤外線カメラによる温度分布測定イメージ 

 

(2)  損傷箇所および修復箇所の温度変化 

仮置場の災害廃棄物はセシウムの排出防止のため、通気性防水シートで保護さ

れている。この通気性防水シートの健全性を評価するために測定対象の仮置場で

通気性防水シートに模擬的な損傷箇所を作り出し、その付近の温度変化を調べた

（図3.2参照）。また、損傷箇所を修復した後、修復箇所の温度変化を調べ、健全

性を評価し修復が有効かどうかを確認する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.2 熱赤外線カメラによる破損箇所温度分布イメージ  

 

(3)  撮影時間 

放射性セシウムの溶出防止と有機性廃棄物の微生物分解による発熱から起きる

火災の防止を目的としているため、損傷箇所と正常箇所の差異が最も大きくなる

と思われる日の出直前が測定に適している。しかし、微生物分解による発熱と太

陽光による吸熱が大きくなり火災の危険が高くなる日中の測定も火災防止の観点

から重要である。  
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3.2  維持管理項目と方法 

3.2.1  材料の維持管理 

下部遮水シートは施工時しか確認できないため、施工管理の徹底にゆだねるとし

て、ここでは上部シート(通気性防水シート、遮水シート)に限定して記述する。特

に現時点では、目視により、上部シートに異常がないか、接合部に異常はないか等

きめ細かな点検が必要である。 

① 放射性廃棄物を被覆した上部シートの端部に隙間が生じていると、空気の流

入によって発熱が加速し、発火のリスクが高まるため、上部シートの端部が

確実に閉じられていることを確認し、隙間が生じている場合は補修（再融着

等）する。 

② ガス抜き管との取合いに異常がないかを確認し、隙間が生じている場合は補

修（再融着等）する。 

③ 上部シートに損傷が生じた場合は、その部分に補修用パッチをあてる。 

詳細は前掲2.3.2上部シート工の項に準ずる。 

 

3.2.2  施設の維持管理 

フレキシブルコンテナに収納されている場合には、崩落防止のほか、発酵熱の蓄

熱、火災防止等の観点から廃棄物の状態を定期的（月１回程度を目安）に確認する。 

除染廃棄物からの浸出水が懸念される場合は、下部の土壌層に集排水管を敷設し、

ポンプで地上に敷設した集水桝に汲み上げる等、浸出水対策がなされているかを確

認することが重要である。 

万一、地表から表流水が保管場所に浸入してきた場合でも廃棄物が水没すること

を防ぐため、下部シートの折り返し等の処置がなされているかを確認する。 

腐敗性除染廃棄物（堆肥、木くず等）については、発酵により高温が維持される

ことにより、冬季でもハエの世代交代が行われ、気温が上昇する時期に大量に発生

するおそれがある。また、ねずみに関しても、餌と温度が確保されることにより、

ハエと同様のことが言える。したがって、ねずみ・衛生害虫の発生状況等を把握す

るため、保管場所周辺での目視調査を定期的に実施するとともに、状況に応じて殺

虫剤・殺鼠剤を使用する。蚊の発生を防ぐために、保管期間中に雨水等が溜まりに

くい状態になっているかを確認する。 

(1)  浸出水集排水溝、集排水管 

除去土壌等からしみ出す水を集排水するため、浸出水集排水溝に集排水管が設

置され、適切に浸出水集水設備（集水タンク等）へ導く状況になっており、水溜

りがないかを確認する。 

 

(2)  浸出水集水設備（集水タンク等） 

浸出水集水設備は、放射性セシウムの確認用に設置されたもので、除去土壌等

からしみ出す水を集排水管で集水し、適切に浸出水集水設備に導く状況になって

いるかを確認する。 
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(3)  地表水集水溝（素堀り側溝）設置 

保管物設置場所への地表水の流入防止と仮置場内の排水を兼ねて、仮置場等敷

地外周部や郭保管物設置場所の周辺に地表水排水溝（素堀り側溝）を設置したも

ので、各々の保管物設置場所によって高度差が生じる傾斜地にあっては、豪雨が

あっても外周から雨水が仮置場に侵入しないようになっているかを確認する。 

 

(4)  柵等 

仮置場等の外周部に保管物設置場所から原則として4m程度離れた距離に、高さ

1.8mの柵（ネットフェンス等）を設け、保管場所に人がみだりに立ち入ることを

防ぐために、複数のロープ等により適切に囲われているかを確認する。 

保管する除染廃棄物の荷重が直接フェンス等にかかる場合は、当該荷重に耐え

得るだけの構造・耐力を有するフェンス等になっているかを確認する。 

風雨等の影響がある場合では、フェンス等が倒れたりしてないかを確認する。 

掲示板は、除去土壌の保管場所である旨と緊急時の連絡先を記入されているか

を確認する。 

 

  

図3.3 除染土壌等設置場所への立入制限柵設置例

1) 

 

(5)  放熱管（ガス抜き管）・ガス抜き口 

可燃物設置場所について、シート内部の熱を適切に放散できるための放熱管（ガ

ス抜き管）を、保管物設置場所の面積200m2
ごとに1箇所、適切に設けられている

かを確認する。  

・上部シートと放熱管（ガス抜き管）の接合が健全に保たれ、遮水性能が確保

されていること。 

・ガス抜き管に雨水が入らないように、Ｕ字管または傘等を設けられているこ

と。 

・必要に応じてガス抜き管と上部シートの接合部分に隙間や損傷等がないかを

確認すること。 

 

その結果、雨水等浸入のおそれがあると認められた場合は、速やかに補修する

等の必要な措置を講ずる。 

また、不燃物設置場所において、放熱管（ガス抜き管）の設置は原則不要とす
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るが、内部で発生したガスが抜けない構造になっている場合は、上部シートにガ

ス抜き口を保管物設置場所の面積 400m2
ごとに 1箇所設けられているかを確認す

る。 

 

3.2.3  モニタリング 

(1)  温度調査 

３．管理の「3.1 仮置場の温度管理 」に準ずる。 

 

(2)  放射線量調査 

放射線量の測定方法は、「環境大臣が定める放射線の量の測定方法」

4)

（平

成23年12月28日  環境省告示第110号）より以下のように記載されている。 

「環境環境大臣が定める放射線の量の測定方法」より抜粋 

 

 

 

 

 

 

また、「第五部  放射能濃度等測定方法ガイドライン」

5)

（平成 25年 3月第 2

版）より以下に整理する。  

 

1) 仮置場の放射線量測定 

除去土壌の搬入開始後（保管開始後）の仮置場において測定した空間線量率は、

「仮置場に除去土壌を搬入する前（保管開始前）の状態での空間線量率」（以下、

「バックグラウンド測定値」という）の変動幅等と比較し、囲いまたは敷地境界

線の測定結果が、次式を満足出来ていることを確認する。  

①  搬入期間中  

囲いまたは敷地境界線の測定結果≦ 　19.03 ++ σX )/( hSvµ　  

X ：バックグラウンド測定値の平均値（µSv/h）  

σ：バックグラウンド測定値の標準偏差（µSv/h）  

 

②  搬入完了後  

囲いまたは敷地境界線の測定結果≦ )/(3 hSvX µσ+  ※  

※原 子 力 安 全 委 員 会 「環 境 放 射 線 モニタリング指 針 」（平 成 22年 4月 一 部 改 訂 ）では、「１基 のモニ

タリングポストから経 時 的 に得 られる測 定 値 のように、良 く管 理 された条 件 のもとで有 意 な測 定 値 が

多 数 得 られた場 合 には、この測 定 値 を統 計 処 理 し、過 去 の測 定 値 の平 均 値 ±（3×標 準 偏 差 ）を平

常 の変 動 幅 とするものとする。」とされている。  

 

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

置法施行規則第十五条第十一号の環境大臣が定める方法は、地表から五十セン

チメートルから一メートルまでの高さで、ガンマ線測定用測定器を用いて測定

する方法とする。 
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なお、空間線量率については、測定場所によって変動することに加え、雨天時

には自然由来の放射性物質からの放射線量が増えることも知られているので、正

確なバックグラウンド測定値を把握するために、雨天の日も含めて、多くの測定

点においてデータを取得しておく。  

十分な数のバックグラウンド測定値を取得することが困難な場合は、取得され

たバックグラウンド測定値の最小値と最大値の幅を変動幅とする。  

仮置場の放射線測定値がバックグラウンド測定値の変動幅に入っていれば、除

去土壌が安全に搬入され、保管されていることになる。変動幅を上回る測定値が

観察された場合は、原因究明を行い、仮置場がその原因であると認められた場合

には、遮蔽材の追加、施設の補修、除去土壌の回収等の必要な措置を講ずる。  

a)  除去土壌等搬入前測定 

①  測定地点は、仮置場等 1箇所あたり原則 5地点（うち 4地点は仮置場等の周囲、

うち 1地点は仮置場等の入口）を監督職員との協議の上、設定すること。な

お、仮置場等の周囲では各地点で 1測定、仮置場等の入口地点では内向き・

外向きの2測定の計 6測定を行うものとする。  

②  測定は、保管物の取込・設置作業が開始される前に地上高さ 1mの位置での

空間線量率を測定すること。  

③  測定結果は、日時、場所、測定機器に関する情報、測定点を示した図ととも

に、保存すること。  

b)  実施中放射線量測定 

① 除去土壌等搬入前測定と同じ地点で測定すること。 

② 測定は、除染土壌等の搬入が開始されてから上面の遮蔽作業が終了するまで

の間、毎日1回、地上高さ1mの位置での空間線量率を測定すること。 

③ 測定結果は、日時、場所、測定機器に関する情報、測定点を示した図ととも

に、保存すること。 

c)  除去土壌等搬入完了後放射線量測定 

① 測定地点は、除去土壌等搬入前測定と同じ地点で測定すること。  

②  測定は、上面の遮蔽作業が終了した後、毎週1回、地上高さ 1mの位置での空

間線量率を測定すること。  

③  測定結果は、日時、場所、測定機器に関する情報、測定点を示した図ととも

に、保存すること。  

 

2) 測定結果の管理 

① 廃棄物の保管を開始する前に、保管場所に予定している敷地について、バッ

クグラウンド測定を行う。既に保管が始まっている場合等、搬入前の空間

線量率が測定できない場合は保管している廃棄物から十分離れた地点の空

間線量率を測定し、バックグラウンド測定値とする。 

② 地表から 50cmから 1ｍまでの高さで、ガンマ線測定用測定器を用いて測定す

る方法とし、保管場所境界（囲い付近）の追加線量が0.19µSv/h※ 1
（年間１



59 

 

ｍSv）を超えない値であることを確認する。ただし、周辺の空間線量率が

比較的高い地域においては、囲い付近の空間線量率を、周辺の空間線量率

と同等なレベルで管理する。  

③ 保管場所への搬入が完了し、保管を継続する際には、バックグラウンド測定

値と「概ね同程度」であることを確認する。 

④ 除去土壌を搬入中や搬入後、安全に保管されていることを確認するために、

敷地境界の空間線量率のモニタリングを定期的に実施し、搬入中に除去土

壌による追加線量が年間1ｍSvを超えないことや、搬入後に概ね周辺環境と

同程度となることを確認し、その結果が記録されているかを確認する。 

⑤ 除染現場で行われる現場保管については、除去土壌の搬入後の保管開始時に

モニタリングおよび記録を行う。また、仮置場における保管については、

週に1度以上測定することを基本とし、大雨や台風があった際は適宜測定を

実施する。なお、空間線量率の測定に当たっては、シンチレーション式サ

ーベイメータ

※ 2
を用いることを基本とする。  

※1 追 加 被 ばく線 量 年 間 １ｍSvは、１日 のうち屋 外 に8時 間 、屋 内 （遮 蔽 効 果 （0.4倍 ）のある木 造

家 屋 ）に16時 間 滞 在 するという生 活 パターンを仮 定 し、１時 間 当 たりに換 算 すると、以 下 の計

算 式 から0.19μSv/hと考 えられる。 

0.19μSv/h×（8h＋0.4×16h)×365日 ＝１ｍSv/年 4-25 

※2 シンチレーション式 サーベイメータとは、放 射 線 測 定 器 のひとつで、ガンマ線 やエックス線 と反

応 して微 弱 な光 を発 する物 質 (シンチレーター)を使 って、放 射 線 のエネルギーや線 量 を測 定

する測 定 器 である。  

3) 測定結果に異常値が確認された場合の措置 

① 大雨や台風等の影響により、廃棄物の保管状況に変化があった場合には、敷

地境界において空間線量率を測定する必要がある。 

② 大雨や台風があった後の測定結果に異常値（保管開始後の測定結果と比較し

て明らかに高い値）が確認された場合には、原因究明を行い、保管場所が

その原因であると認められた場合には、保管状態の回復、遮蔽材の追加等

の必要な措置を講じる。 

③ 保管終了後の跡地の測定結果に異常値（保管開始前の測定結果と比較して明

らかに高い値）が確認された場合には、原因究明を行い、保管場所の跡地

がその原因であると認められた場合には、除染等の必要な措置を講じる。 

4) 記録 

記録様式の例は「第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」第 2章 5-9頁の

「保管時における空間線量率測定記録」を参照する。 

a) 放射線量の測定は、除染関係ガイドランに従い、実施すること。 

b) 測定結果は、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するととも 

に、検査時に提出しなければならない。 
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(3)  地下水および浸出水調査 

施設からの放射性物質の流出を監視するため、施設周辺の地下水のモニタリン

グを適切な頻度で実施し、その結果を記録する。なお、必要に応じて、底部から

の浸出水のモニタリングを行うことも必要である。測定方法については、「第 4

編  除去土壌の保管に係るガイドライン」（平成25年5月第2版）を参照する。 

1) 地下水の放射能濃度の測定 

① 除去土壌運び込み開始後、毎月 1回、地下水の採水孔から地下水を採取し、

採取した地下水中の放射性セシウムの濃度を測定すること。 

② 測定結果は、日時、場所、測定機器に関する情報、測定点を示した図ととも

に保存すること。 

2) 浸出水の放射能濃度の測定 

① 除去土壌運び込み開始後、原則毎月 1回、集水タンクに浸出水が溜まってい

るかどうかを確認し、浸出水が溜まっている場合には、浸出水を採取し放

射性セシウム等の濃度を測定すること。また、必要に応じて浸出水を汲み

出し、適切な排水処理を行うこと。 

② 測定結果は、日時とともに保存すること。 

 

(4)  排水処理調査 

排水については、雨樋や側溝等を活用して集水し、ポンプ等で回収し、極力周

辺環境に流出しないようにする、溝等から水があふれないようにする、竪樋を活

用して集水する場合は、竪樋の破損がないよう注意することが必要である。 

排水の処理方法および排水処理後の水質管理値を適切に設定し、予め監督職員

に提出し、承諾を得なければならない。 

水槽等の沈殿施設に回収した排水を、不要な振動を与えないよう留意し、上澄

み水と泥が分離するまで静置し、沈殿させる。凝集剤（PAC：ポリ塩化アルミニ

ウム）等を投入する場合は 30分以上静置して沈殿させる。上澄み水については、

放射能濃度を測定・記録し、管理値を満たしていることを確認したうえで、排水

する。 

 

(5)  記録の保存 

保管した除去土壌の量、保管した除去土壌ごとに下記事項を記録し、施設の廃

止までの間保存する。 

・保管を開始した年月日および終了した年月日 

・受入先の場所および保管後の持出先の場所の名称および所在地 

・引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者および当該

除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名 

・運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合は、当該運搬車の自動

車登録番号または車両番号 
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・当該保管の場所の維持管理に当たって行った測定、点検、検査、敷地境界線

（囲い）の位置および測定点の位置 

・空間線量率の測定年月日と測定方法及び測定に使用した測定機器、空間線量

率の測定結果（バックグラウンド測定値、敷地境界における空間線量率）、

測定を行った者の氏名または名称 

また、保管中の除去土壌の放射能濃度等を把握するため、除去土壌が入った容

器ごと、もしくは複数個の容器単位での表面の空間線量率についての記録も保存

する。こうした記録は、仮置場や中間貯蔵施設への運搬や保管の際のトレーサビ

リティを確保する上でも重要である。容器ごと等の表面の空間線量率については、

除染や収集・運搬時の記録によることも可能である。表面の空間線量率の記録の

方法については、「第 2編  除染等の措置に係るガイドライン」

6)

（平成25年 5月第

2版）および「第 3編  除去土壌の収集・運搬に係るガイドライン」

7)

（平成 25年 5

月第2版）を参照する。 

 

3.2.4  環境管理対策 

(1)  風対策 

上部シートが風でめくれたり、飛ばされないように、また、上部シートと下部

シートとの間から水等の侵入がないように、シートの端を留めるとともにコンク

リートブロック等を設置する。 

1) 仮養生例 

風による飛散、めくれのおそれがある場合、図3.4に示すように、仮養生とし

て土のうをロープに結んだものを法面に下げ、仮固定する。土のうの中身は砂

または、現地発生土を用いる。 

ロープ

土のう

 

図3.4 法面部飛散防止養生例 

 

2) 強風時の天端養生例 

天端の養生については、通常は土のうによる押さえで対応するが、強風が予

想されるような場合には、防護ネットで天端部を押さえる。 
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図3.5 強風時の天端部飛散防止養生例

8)

 

 

 

(2)  湛水・積雪対策 

フレキシブルコンテナに冬季の雪混じり土や、腐敗性除染廃棄物を収納したも

のを仮置きする場合は、経時的な体積減少に伴う圧縮により、不同沈下が発生す

る場合がある。 

通気性防水シートに限らずシート状の材料は、ある程度の変形や沈下に追随す

るが、凹部に湛水し、過度の張力がシート状の材料に作用した場合は破損に至る

可能性がある。 

その対策としては、①フレキシブルコンテナ上に覆土を実施後、上部シートを

敷設する、②腐敗性除染廃棄物を入れたフレキシブルコンテナ設置段数は 2段積

み(約 2m)以下とする、こと等が挙げられる。その他の対策案を以下に示す。 
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1) 除染土壌と腐敗性除染廃棄物の配置による対策 

図 3.6 に示すように、フレキシブルコンテナを中央部に除染土壌あるいは土

砂等、周辺部に腐敗性除染廃棄物を配置し、腐敗性除染廃棄物が沈下しても、

中央部が高くなるよう配置する。  

 

 

図3.6 除染土壌と腐敗性除染廃棄物の配置イメージ
8 )  

  

2) 土のう問詰めによる対策 

図3.7に示すように、フレキシブルコンテナ間の間隙に土のう等で間詰めを行

う。  

 

図3.7 土のう間詰めイメージ
8 )
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3) ジオグリッドによる対策 

図 3.8 に示すように、予めフレキシブルコンテナ各段上面にジオグリッドを

敷設する。  

 

図 3.8 ジオテキスタイル敷設イメージ
8 )
 

 

(参考資料) 

1) 環境省：廃棄物関係ガイドライン（平成25年3月第 2版）第四部  除染廃棄物関係ガイ

ドライン  

2) 環境省：除染等工事共通仕様書（平成26年 4月25日第7版） 

3) 中山裕文 ,  島岡隆行 ,  作左部公紀 ,  上田滋夫 ,  吉田英夫 ,  下田宏治 ,  石川雅洋：除染廃

棄物等の仮置場におけるキャッピング用通気防水シート接合部への熱画像リモセン検

査の適用，第35回全国都市清掃研究・事例発表会，2014年 1月  

4) 環境省：環境大臣が定める放射線の量の測定方法（環境省告示第110号），平成 23年

12月28日  

5) 環境省：廃棄物関係ガイドライン（平成25年3月第 2版）第五部  放射能濃度等測定方

法ガイドライン  

6) 環境省：除染関係ガイドライン（平成 25年 5月第 2版）第 2編  除去等の措置に係るガ

イドライン（平成25年12月  追補）  

7) 環境省：除染関係ガイドライン（平成 25年 5月第 2版）第 3編  除去土壌の収集・運搬

に係るガイドライン  

8) ジオシンセティックス技術研究会：「ガス透過性防水シート施工要領書 -除染廃棄物

仮置き場上部シート -」より  

 

 



65 

 

4.  参考資料  

4.1  除染廃棄物用容器(除去物収納袋) 

フレキシブルコンテナの種類は、「第四部  除染廃棄物関係ガイドライン」（平成

25年 3月第 2版）で整理すると表 4.1のとおりであり、収納する廃棄物の特性や、保管

期間等を考慮し、比較的軽量な廃棄物の保管等の場合は、基本的に一般的なクロス形

（図4.1）で対応可能と考えられるが、保管が一定の期間（ 3年以上）にわたる場合や、

水分を多く含む廃棄物や比較的重量のある廃棄物を収納する場合については、耐候性

を有する内袋付きクロス形や、ランニング形（図4.2）等の耐久性の高いものを用いる

ことが効果的であるとされている。  

 

表4.1 フレキシブルコンテナの種類 

フレキシブルコンテナ

の種類 

特 徴 等 

クロス形※ 

(透水性、防水性) 

・透水性タイプは外袋のみの1層構造と、内袋(セシウム

吸着)の 2層構造 

・防水性タイプは外袋の内側をコーティングした 1層構

造と、外袋と内袋(防水)の 2層構造 

・内袋を入れることによって貫入抵抗値がアップする 

ランニング形※ 

(防水性) 

・1層構造 

・収納、排出を繰り返して使用することを想定 

・クロス形と比較すると耐候性、防水性にも優れている 

※ JIS Z 1651 に一部加筆 

            

図4.1 クロス形フレキシブル 

コンテナの例  

図4.2 ランニング形フレキシブル 

コンテナの例  
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4.2  フレキシブルコンテナの仕様例 

現在、除染廃棄物等の仮置場で使用されているフレキシブルコンテナの代表的な仕

様例を示す。 

 

4.2.1  除染関係ガイドラインに沿ったＪＦＣフレキシブルコンテナ仕様 

以下の日本フレキシブルコンテナ工業会のホームページに記載されている。 

http://www.j-f-c.org/index.html 

 

4.2.2  耐候性大型土のうの仕様 

 以下の耐侯性大型土のう協会のホームページに記載されている。 

http://donou.org/ 

 

4.3  セシウム吸着能を有する製品の例 

セシウム吸着機能を有するものにはベントナイト・ゼオライト・プルシアンブルー等

があり、これらをシートあるいはマット状にしたものが製品化されている。  

これらのセシウム捕集機能材は日本遮水工協会ホームページに紹介されている。  

http://www.nisshakyo.gr.jp/ 

 


