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◆巻 頭 言◆ 

 

時代の変化を感じて 
 

18ptあき 

北九州市保健環境研究所長  佐 藤 健 司  

18ptあき 

18ptあき 
 

全国環境研協議会九州支部長を務めさせていただいて

おります,北九州市保健環境研究所の佐藤です。日頃よ

り皆様方から多大なるご協力をいただき心より感謝いた

します。本年4月,当研究所の所長に着任しました。着任

早々から新型コロナウイルス感染症への対応に追われて

いるところですが,全環研協議会九州支部長としての責

務もしっかりと果たして参りたいと思っております。 

平成3年4月,新規採用職員として最初に配属された職

場がこの研究所でした。当時は,激甚な産業公害は終焉

していたものの,大気や水質等の慢性的な汚染状態が都

市・生活型公害として継続していました。中でも微量化

学物質による環境汚染や生態系への影響が注目され始め

た時期でもありました。私自身も研究所に導入されたば

かりの最新型ガスクロマトグラフ質量分析計を駆使し,

水環境中の化学物質調査や分析法開発調査などに明け暮

れていました。今のようにワークライフバランスや働き

方改革といった考え方のなかった時代,学会発表前とも

なれば毎晩遅くまで追加実験やデータ整理,発表資料の

作成などに没頭していた日々が思い出されます。この微

量化学物質問題は,その後,大きな社会問題となった内分

泌かく乱物質（環境ホルモン）問題やダイオキシン問

題,さらには地球規模の汚染が懸念される残留性有機汚

染物質（POPs）問題へと展開することとなりました。 

私が化学物質対策に取組んでいた頃,本研究所では創

設以来最も大規模な調査研究と言われた洞海湾総合調査

（平成元年～平成5年度）が実施されていました。かつ

て「死の海」と呼ばれた洞海湾に多くの生物が戻り,環

境が劇的に回復したことを科学的に証明した調査です。

その結果,北九州市が公害を克服し環境都市へと変貌を

遂げたことは世界的にも知れ渡ることとなりました。 

21世紀に入るとグローバル化のさらなる進展により,

生物多様性,地球温暖化や海洋汚染といった問題への懸

念が急速に高まってきました。これは環境問題が複雑か

つ多様に変化してきたことの表れであり,地域固有の課

題解決に積極的に取組んできた本研究所の今後のあり方

を見直す契機にもなりました。さらにグローバル化の進

展は感染症のパンデミックなど公衆衛生分野にも影響を

及ぼすこととなり,平成29年4月,研究所の所管がこれま

での環境局から保健福祉局へ変更されました。環境政策

に長く携わってきた私としては,いささか寂しい気もし

ますが,これも時代の流れだと感じているところです。

この所管変更が幸いしたのが,新型コロナウイルス感染

症対策です。現在,本庁（保健福祉局）と保健所,当研究

所等が円滑な連携を図りながら早期収束に向け対応して

いるところです。 

話は変わりますが,今夏開催された東京五輪・パラリ

ンピックは多くの競技が無観客であったとはいえ国民に

大きな感動を残しました。本市においても10月に世界体

操・新体操選手権が史上初めて一つの都市で同時期に開

催されました。これらのイベントはコロナ禍における数

少ない明るい出来事だったものと思われます。 

さて,環境分野に話を戻します。近年,新たな課題とし

て海洋プラスチック対策や気候変動適応策などがクロー

ズアップされるようになってきました。既にいくつかの

研究機関では関連した調査研究に取組まれていますが,

これらの分野は本研究所がこれまで培ってきた微量分析

技術のノウハウが十分生かされない可能性も高く,今後,

どのように関与していくのか大いに議論する必要がある

ものと考えています。 

一方,依然として地域レベルの環境問題も燻り続けて

います。近年話題となった微小粒子状物質（PM2.5）は

全国的にほぼ環境基準を達成するまで落ち着いてきたも

のの,光化学オキシダントの環境基準達成率は未だに低

い状況が続いています。水質改善が進んだ瀬戸内海の一

部では栄養塩類の不足や気候変動等によって水産資源に

影響が生じており,国では,瀬戸内海環境保全特別措置法

を改正して対策に取組むこととなりました。 

このような地域に特化した問題の解決こそが地方環境

研究所に求められている役割ですが,予算削減,組織縮

小,技術継承や人材育成の難しさなどが調査研究の妨げ

となっているのであれば残念でなりません。これらの課

題に向き合っていくためにも,全環研協議会の活動等を

通じた地方環境研究所の連携・協力が不可欠だと認識し

ておりますので,今後ともご協力のほどお願いします。 
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＜特 集＞東日本大震災から10年を経過して～国環研及び被災3県の環境研の取組～ 

 

災害廃棄物対策に関する国立環境研究所等アカデミアの取組み 
 

大迫政浩＊ 

（＊国立研究開発法人国立環境研究所 資源循環領域） 

 

 

 

1．はじめに 

東日本大震災から10年以上が経過したが，被災地には

様々な影響がいまだ色濃く残っており，復興の途上にあ

る。一方，直接的な関係をもたない人々においては，過

去の記憶になっているのではないかと思う。未曽有の大

災害は，私たちの社会に多くの課題を突き付け，その対

応を通して多くの教訓を私たちは得たはずであり，その

ことを記録として後世に残し引き継ぐ使命があろう。 

本稿で取り上げる災害廃棄物問題は，災害直後の復旧

における最重要課題である。東日本大震災では，地震動

だけでなく大津波による未曽有の被害が生じた。約2千万

トンの災害がれき以外に，同規模の津波堆積物が発生し

た。東北太平洋沿岸域の広域災害であり，多くの中小自

治体が被災し行政機能も失われた。そのような中で，官

民連携の総力の結集により膨大な災害廃棄物の処理とい

う国家事業を成し遂げた。行政機能を失った中小基礎自

治体から岩手県，宮城県は処理事務委託を受けて，全体

事業を統率した。事業経費は総額約1兆円にのぼり，総合

建設業（ゼネコン）を中心とした共同企業体（JV）がそ

の大規模事業を担い，また全国の支援自治体が広域処理

の受け皿となった。広域処理においては放射能問題が影

響し，受け入れにあたっては様々な軋轢が各地域で生じ

たが，粘り強い対応で処理を進めた。以上のような記録

は，国，自治体，業界等の様々なレベルでまとめられて

いる。総括的な概要については，筆者の別報1)を参照され

たい。 

ここでは，筆者らアカデミアである国立環境研究所（以

降，国環研）や廃棄物資源循環学会が，東日本大震災に

おける災害廃棄物問題にどのように立ち向かい，対応し

てきたか，その一端を整理して紹介し，本誌において記

録として残したい。 

 

2．国立環境研究所の取組み 

2.1 概況 

災害廃棄物問題を担当した筆者の領域（当時，資源循

環・廃棄物研究センター）は，これまで培ってきた豊富

な知見や専門性，専門家ネットワークを最大限活用し，

環境省等とも連携して，被災地における災害廃棄物の適

切な処理処分の推進に貢献した。具体的には，各種技術

レポートの作成・提供，緊急的な調査研究の実施，現地

調査や助言指導，国の検討会等への参画など，精力的な

活動を行った。これらの調査研究や活動の成果は環境省

の各種通知・指針等に反映された。 

2.2 「震災対応ネットワーク」による知の集約と
被災地への発信 

地震や津波により発生した大量かつ多種多様な災害廃

棄物への対策においては，震災が発生し日が経つにつれ

て様々な技術的課題が生じた。しかし，被災地の現場で

は基礎情報や知見・データ等が絶対的に不足し，自治体

等関係者及び環境省がその対応に苦慮した。そこで，国

環研では，震災 1 週間後に，全国の大学，国及び地方環

境研究機関，自治体，関連団体，民間等の知識・技能を

有する 100名を超える有識者から構成される「震災対応

ネットワーク」を立ち上げた。国環研が窓口となり，現

場で発生する様々な技術的課題に関する環境省等からの

照会事項をネットワークの有識者に送付して，それぞれ

が持つ知見・情報・データ・コメント等を募り，これら

の知見等を集約・整理して国環研で技術レポートとして

とりまとめた。作成した技術レポートは，順次環境省に

送付するとともに同省を通じて被災地域自治体等に提供

され，現地での課題対応に活用された。作成・発出した

技術レポートは，多岐にわたる課題について平成 23 年

3 月下旬から 5 月までを中心に 15報を超え（表 1），そ

の一部は環境省の事務連絡・通知等にも活用されるな

ど，被災地現場での災害廃棄物対応に多大な貢献を果た

した。 
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表 1 被災自治体等向けに作成した技術レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 調査研究による新たな知見の集積と被災地
貢献 

被災地での災害廃棄物の実態が徐々に明らかになるに

つれて，これまでの知見ではカバーできない技術的課題

への対応が必要となった。特に，大規模かつ広範囲の津

波により海水を被ったがれきが大量に発生したこと，津

波により海底から大量の土砂や泥（津波堆積物）が陸上

に打ち上げられたこと，津波被害により多量の混合廃棄

物が発生し分別されないまま仮置場に搬入されて高く山

積みされた堆積廃棄物が各地に置かれる状況が長期間続

いたことなど，これまでの震災では経験したことのない

状況が発生し，これらの災害廃棄物の処理に際して様々

な懸念・問題が生じた。 

そこで国環研では，震災発生約 3週間後の平成 23年

4 月初め頃から，関係学会等とも連携しつつ現地調査を

開始して，災害廃棄物の実態把握と並行して各種調査研

究を緊急的に実施した。得られた成果は環境省や被災自

治体に提供し，各種指針や通知等に反映されるととも

に，現場での適正処理・管理に活用された。それらの取

組・成果事例を以下に示す。 

① 海水被り廃木材の焼却処理の安全性の確認 

 被災地で発生した廃棄物の多くは，津波（海水）を被

っているという点がこれまでにない特徴であり，この影

響を十分留意した上で処理を行う必要があった。木材中

の塩分（塩素濃度）を測定してみると，多くの木材は

0.1％前後であったが，流木の枝や合板で 3％を示すも

のもあった。このような津波を被った塩分の高い（塩素

を多く含む）木くず等の廃棄物を焼却する場合に，塩素

に由来する有害物質である塩化水素やダイオキシン類が

多く発生しないのか，また，排ガスの処理工程におい

て，それら有害物質が適切に処理できるのかという点に

ついての強い懸念があった。 

そこで，震災 3週間後の平成 23年 4月初旬に被災地

の現地調査を行い，自治体等関係者の許可を得て様々な

廃木材（生木，柱や梁，合板といった木くず）を採取し

て（図 2），所内の熱処理実験プラントを用いてそれら

を試験焼却し，ダイオキシン類や塩化水素の挙動を調査

した。試験の結

果，海水被り廃

木材の焼却時の

各処理過程と排

ガス中の塩化水

素やダイオキシ

ン類濃度は通常

の都市ごみ焼却

と同等レベル以

下であり，燃焼温度の管理、排ガス処理を通常通り適切

図2 海水被り木くずの試験試料 

 

図1 国環研における主要な貢献活動 
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に行えば，安全に焼却処理できることが実証的に確認で

きた。合わせて，後述する学会による実施設を用いた実

証試験に参画し，焼却の安全性を確認した。これらの結

果は被災地自治体等に提供され，その後の仮設焼却炉等

での熱処理減容化の進展に活かされた。 

② 津波堆積物の化学性状把握，汚染可能性分類法の提

案 

津波堆積物の処理は災害がれきとともに被災地におけ

る大きな課題となった。津波堆積物は被災した事業所等

に由来して有害物質を含んでいる可能性もあり，適切な

有効利用や処理処分を行っていくためにはその化学性状

を把握することが必要であった。国環研では，廃棄物資

源循環学会等と連携して，被災地各地の津波堆積物の化

学性状調査を行うとともに，地域ごとの津波堆積物の汚

染可能性を分類（ゾーニング）する手法の検討を行った
2)3)。この成果は廃棄物資源循環学会「津波堆積物処理

指針（案）」や環境省「東日本大震災津波堆積物処理指

針」の策定に活かされ，被災地各地における津波堆積物

の安全かつ効率的な処理処分・再生利用に活用された。

被災地各地の津波堆積物の実態把握においては，約 60

地点の試料採取を行い，油分，重金属類，残留性有機汚

染物質（ダイオキシン類，PCB，POPs 農薬類等）の分析

を行った。その結果，一部の地点で油分や重金属類が基

準値を超える濃度で検出されたが，その他の多くの地点

では特段の高濃度汚染は確認されなかった。さらに，津

波堆積物の化学性状と土地利用・施設立地との関係性を

検討した。地理情報システム（GIS）を用いて津波浸水

域の土地利用や施設立地状況を整理し，津波堆積物の化

学性状との関係を考察した。油分や重金属類が高濃度で

検出された地点はいずれも工場地区や検出された物質に

関連する施設（廃油処理施設や化学工業事業所）の付近

であることがわかった。一方，関連施設が立地しない地

域では特段の汚染が見つかっていないこともわかった。

この結果より，大きく被災した関連施設周辺では詳細な

分析調査による汚染有無の把握が必要と考えられたが，

関連施設が立地しない地域（特に住宅地や農地）につい

ては，津波堆積物が有害物質により高濃度に汚染してい

る可能性は低いと考えられた。以上の結果を踏まえて，

汚染可能性の分類（ゾーニング）手法を提案した。すな

わち，詳細な化学分析は多くの費用，労力，時間を要す

るため，多くの地点について実施することは容易ではな

い。また，今回の調査結果から基準値を超える汚染場所

は大きく被災した事業所等の周辺に限られると考えら

れ，必ずしも全ての地域を詳細に分析調査する必要はな

いと考えられた。そこで，化学性状調査結果と土地利用

・施設立地との関係の考察に基づいて，地域ごとに津波

堆積物の汚染可能性レベルを分類（ゾーニング）する手

法の枠組み（案）を提示した。有害物質の排出源となり

うる施設の立地有無や土地利用状況，施設の被災状況の

把握などに基づいて地域ごとに汚染可能性のレベルを分

類し，それに応じて化学分析調査の実施有無や頻度を変

えることで，分析調査のための限られた費用や労力を有

効に活用して効率的な化学性状調査が可能になると考え

られた。このようなゾーニングを行うには，施設の立地

状況や化学物質の取り扱い状況に関する情報が必要であ

る。日本ではそれらの情報はある程度存在しているが，

将来に向けた備えとして情報の集約・整理や補強を行

い，必要な時には速やかに利用できるように準備してお

く必要があると考えられた。 

③ 仮置場における火災発生防止策の提案と指導 

被災地では災害廃棄物の仮置場が各地に設置され，例

えば岩手・宮城・福島の被災 3 県の沿岸市町村では一時

最大 300か所を超える仮置場が設置された。集積された

災害廃棄物は混合廃棄物状態である場合が多く，諸般の

事情で仮置場に十分な広さの面積を確保できない地域も

あり，仮置場によっては一時 20ｍを超える集積高さと

なっている仮置場もあった。災害廃棄物の仮置場では，

数十か所で火災が確認され，報告されていない小火も合

わせると，さらに多くの仮置場で火災が発生したものと

考えられた。平成 23年度は火災が 5月頃から始まり，8

～10月にピークを迎えて，冬季になるにしたがってそ

の件数は減少傾向を示した。平成 24年度は多くの仮置

場で火災予防対策が講じられ，火災発生件数は少なくな

ったが，夏から秋を中心になお一部で火災が散見され

た。 

国環研では，産業廃棄物の不法投棄や不適正処分場に

おける発火事例調査とメカニズム推定の経験・知見を最

大限活用しながら，被災自治体や環境省等からの協力要

請を受けて災害廃棄物の様々な火災現場を調査して事例

を蓄積するとともに，東北各地の 100か所を超える仮置

 
図3 仮置場での発火可能性調査と火災防止指導 
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場に自ら足を運び，現地調査と技術的助言指導等を精力

的に実施した（図 3参照）。これらの活動を通じて，仮

置場の可燃性廃棄物の火災予防対策に関する技術レポー

トを数次にわたり策定・改訂し，環境省に提供するとと

もに研究所ホームページに掲載した。これらの技術レポ

ートは，環境省が発出する自治体向け事務連絡に反映さ

れ，関係自治体・処理事業者・環境省現地支援チーム等

多数の関係者に活用され，仮置場での火災防止に貢献し

た。 

④ 災害廃棄物の復興資材としての利活用 

仮置場における災害廃棄物の分別処理により，重量割

合でおよそ1/3が土砂で，1/3がコンクリート破片であり，

十分に分別処理等をすることによって，建設分野での利

用が可能となる。そこで国環研では，災害廃棄物等から

再生された“復興資材”として，有効活用を図るための

調査研究を行った。特に土砂は，分別の過程でどうして

も分けきれなかった細かい木ぎれなどが含まれており，

また津波堆積物の場合は自然由来の成分が土壌環境基準

を超える可能性があるということがネックとなり，リサ

イクルがスムーズに進まない場面がしばしば見受けられ

た。そこで，（公社）地盤工学会に，復興資材の有効活

用を進めるための委員会を設置して，平成26年3月，“提

言”を発信するとともに，木くずなどの混入や土壌環境

基準に設定されている成分の溶出が懸念されるレベルで

はないことを，実際に盛土を建設して実証した（図4）。

さらに，平成26年10月には，復興資材を有効活用するた

めのガイドライン4)を発表した。 

3．廃棄物資源循環学会の取組み 

3.1 災害廃棄物対策・復興タスクチームの結成 
学会としては，東日本大震災発災直後の3月18日に

「災害廃棄物対策・復興タスクチーム」を発足させた。

目的は，直近でできる支援を行いつつ記録として残すと

ともに，将来に向けて，詳細な調査研究の実施により，

学術的・体系的な知見として取りまとめることとした。

国環研も学会の一員として参画し，中核的役割を果たし

た。 

3.2 現地への専門家派遣による支援 
 タスクチームとして，発災2週間後に2名の専門家を

仙台市の支援のために派遣し，その後も追加派遣を行い

4月下旬まで駐在体制を維持し，仙台市を基点として宮城

県内の被災地の調査及び支援を行った。4月末には緊急報

告会を開催している。その間に，学会員の協力で，津波

に伴う堆積汚泥（津波堆積物）の試料採取及び化学性状

の分析調査を行い，4月中旬に公表した。その後も東北支

部会員を中心とした岩手県への支援などが精力的に行わ

れた。国環研も計4名の派遣を行った。 

3.3 災害廃棄物分別・処理戦略マニュアル 
現場支援を通じて蓄積さ

れた技術的知見等は，発災

後3か月間に「災害廃棄物分

別・処理マニュアル」として

逐次取りまとめられ，タス

クチームHPの情報プラット

フォームより公開され，被

災地支援に役立てられた。

これらの知見に海外のガイ

ドライン等も参照し，「災害

廃棄物分別・処理実務マニ

ュアル-東日本大震災を踏

まえて」として平成24年6月に発刊した（図5）。本マニ

ュアルは，その後の自然災害時の実務者向けのバイブル

として活用された。国環研メンバーも執筆者として作成

に貢献した。 

3.4 津波堆積物処理指針 
東日本大震災では，津波に伴う大量の堆積物が生じた

が，堆積物には様々な化学物質等による汚染への懸念が

あり，適正処理を行う上での課題となった。そこで学会

では，環境省からの委託を受けて，平成23年5月「津波堆

積物適正処理手法検討会」を設置し，津波堆積物の量，

組成，化学性状に関する分析を進め，処理の基本的な流

れから撤去作業や収集運搬，保管，中間処理方法に関す

る技術的な事項を「津波堆積物処理指針（案）」として

取りまとめた。環境省からは7月に正式に発出され，その

後の円滑な処理に貢献した。 

3.5 災害廃棄物の燃焼試験 
東日本大震災では，海水を被った災害廃棄物が大量に

発生した。学会は岩手県からの依頼を受け，塩分を含む

災害廃棄物処理に関する検討を進め，平成23年8月に

「災害廃棄物の燃焼試験に関する報告書」を岩手県に報

 
図5 学会から発刊した

マニュアル 

 

図4 分別土砂の盛土実証試験の様子 

（多少、木くず片が混じっている） 
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告し，対外的にも発出した。海水浸漬木材を含む混合可

燃ごみの適正処理性能を確認し，放射性物質挙動も併せ

て確認した結果は，その後の仮設焼却炉での処理や広域

処理の推進に貢献した。 

 

4．東日本大震災後の頻発災害への対応 

4.1 国の取組み動向 
東日本大震災は，その後の災害廃棄物対策の歴史にお

いてエポックとなった災害である。いずれ起こることが

予想される南海トラフ地震や首都直下地震のような巨大

災害に備えて，国は，事前防災・減災の考え方に基づき，

国土強靭化法の制定（平成25年12月）及び国土強靭化基

本計画の策定（平成26年6月）により、強くしなやかな国

をつくることを目指した。災害廃棄物処理も重要な一分

野である。まず，平成26年3月に災害廃棄物対策指針に水

害廃棄物対策指針を統合する形で改訂した。また，東日

本大震災への対応を教訓に検討を進め，平成27年7月に廃

棄物処理法と災害対策基本法の一部を改正し，平時及び

中小規模から大規模な災害までシームレスに対応できる

制度づくりを行った。平成27年11月には大規模災害発生

時の災害廃棄物対策行動指針を策定し，平成26年から地

域ブロックごとに設置している協議会を連携の中核とし

て，環境省地方環境事務所が中心になって災害対応力を

強化していくこととした。 

東日本大震災後の関東・東北豪雨災害（平成27年9月），

熊本地震（平成28年4月），九州北部災害（平成29年7月），

そして平成30年7月豪雨災害，令和元年の東日本台風災害

等には，環境省が平成27年9月に設置した災害廃棄物処理

支援ネットワーク（D.Waste-Net）が被災地支援に機能し

た。被災地に派遣された環境省支援チームにD.Waste-Net

の専門家が加わり，プッシュ型支援により司令塔を果た

すとともに，構成する業界団体等からの人員・資機材の

支援活動が機動的に行われてきた。近年の災害時におい

ては，防衛省との連携による自衛隊支援や，国交省との

連携による土砂災害時のがれき交じりの土砂の扱いなど

も適切に対応されるようになった。 

現在，全国の自治体では災害廃棄物処理計画の策定，

自治体職員の人材育成を研修等により進めており，環境

省はモデル事業を通して支援を行っている。また，災害

経験をもつ自治体職員を登録して被災自治体の支援を行

う人材バンク制度も運用が開始された。 

このように，東日本大震災を契機として，関連制度や

仕組みが整備され，災害廃棄物対策は環境政策のなかで

主流化してきたといえよう。 

4.2 国立環境研究所のその後の取組み 
東日本大震災以降も，毎年のように地震や豪雨・台風

災害が頻発しているなかで，国環研は，災害廃棄物対策

の高度化を図るためのハード，ソフト対策の研究を進め

てきた。ハード対策としては，混合廃棄物の手選別効率

化，浄化槽の強靭化，復興資材の評価などに関する研究

を推進し，その成果の一部は災害廃棄物対策指針の技術

資料に掲載された。ソフト対策としては，発生量予測手

法，自治体組織のガバナンス手法，自治体職員の人材育

成手法，情報発信手法などの研究を行ってきた。特に，

発生量予測の研究成果は，処理実行計画づくりなどに活

かされている。 

また、ワークショップや図上演習を取り入れた研修手

法の開発5)をもとに成果をとりまとめたガイドブック

（図6）は，国や自治体が実施している人材育成研修に

広く活用され，普及している。その他，災害廃棄物対策

マネジメントツール「Sai-hai」（図7）の開発6)などを

 
図6 災害廃棄物に関する研修ガイドブック 

 

 

 
図7 災害廃棄物対策ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾂｰﾙ「Sai-hai」 
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含め，実用的な多くの成果は，国環研が開設，運営して

いる「災害廃棄物情報プラットフォーム」7)で公開，提

供している。 

 

5．おわりに 

 東日本大震災時の災害廃棄物対策，及びそれ以降に国

環研等のアカデミアがどのように対処してきたかを振り

返り，記録を残し共有する意図で本稿を執筆した。アカ

デミアの役割は，行政の意思決定に資する科学的知見等

を準備し，実用的な知識としてわかりやすく提供するこ

とである。災害時には，平時とは異なる特異性はあるが，

平時における知識が対策のベースになることは間違いな

い。研究においても同様に，これまで蓄積してきた専門

性をもとに，災害時の特殊性を加味しつつ，最善策を示

していくことになる。 

 本誌の主要な読者である地方環境研究機関（地環研）

の方々もまた，地方行政の意思決定を支援すべきアカデ

ミアとしての役割を担っている。前述した東日本大震災

直後の被災地支援のための「震災対応ネットワーク」に

は，多くの地環研のメンバが参画し，災害対応に実用的

な多くの知見を提供した。日頃からより行政に近いとこ

ろで，現場観をもって研究活動を行っている経験が生き

たものと思う。また，平時からの国環研と地環研のネッ

トワークや個々人の日頃の付き合いによる信頼関係が，

災害非常時の迅速かつ献身的な支援を支えた。 

さらに，その後の自治体の人材育成研修においても，

地環研が専門機関として協力した例も多く見られた。数

年ごとの異動が一般的な行政組織において，知識・ノウ

ハウを継承していくことは難しい。その意味で，長期的

に地方行政の災害対応力を支えていくことが，地環研の

役割であると思う。地環研も組織・人員的に厳しい現実

はあるが，国環研やそれぞれの地環研相互の協力のもと

に，災害非常時に機能する連携体制づくりが必要ではな

いだろうか。 
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https://www.jiban.or.jp/file/organi/bu/chousabu/fukkoshizai/fukkoshizaiguideline141002_contents.pdf
https://www.jiban.or.jp/file/organi/bu/chousabu/fukkoshizai/fukkoshizaiguideline141002_contents.pdf
https://dwasteinfo.nies.go.jp/
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＜特 集＞東日本大震災から10年を経過して～国環研及び被災3県の環境研の取組～ 

 

被災地岩手のあの時，そしてこれから 
 

岩手県環境保健研究センター 

 

 

 

 

1．はじめに 

東日本大震災津波発災から早10年，この間，地方環境

研究所として，復旧・復興に向け環境の危機管理を中心

に様々取り組んできたが，未だ，放射性物質による影響

が一部残っている状況が続いている。 

当センターは，発災後，放射線量の測定をはじめ，化

学物質漏洩による水質・底質調査，災害廃棄物集積場に

おけるアスベスト調査，沿岸域の希少植物被害調査など，

東日本大震災津波による影響を把握するため環境調査を

実施してきた。この度，その中でも特筆できる震災対応

事例として「震災時の環境調査」と「沿岸域の海浜性希

少植物調査」を紹介する。 

また，これまで全国の地方環境研究所等の皆様からお

寄せいただいた御支援に，誌面をお借りして感謝申し上

げる。 

 

2．東日本大震災津波被災地における環境調査 

―AIQS-GCによる調査結果を中心に―（伊藤朋子） 

数分にわたる強烈な横揺れと，それに続く停電。東日

本大震災津波では，岩手県沿岸全域が津波に被災し，多

くの人命が失われた。また，被災した工場・事業場か

ら，環境中に多様な化学物質が流出したと考えられる。 
ここでは，発災後約1年間の当センターの状況や，震

災に関連して行った環境中の化学物質測定について，当

時を振り返るとともに，災害時の測定に関する所感を記

載したい。 
 
2.1 発災直後から数週間の対応 

当センターは，岩手県内陸部の盛岡市に位置してい

る。東日本大震災津波では震度5強とかなり強い揺れだ

ったが，建屋の致命的な損傷は何とか免れることができ

た。また，薬品漏洩や大型装置の転倒も起きなかった

が，試薬棚の耐震補強と試薬トレーの活用，装置の下に

耐震マットを設置する等の対策を取っていたことが功を

奏したと考えている。 
発災後1週間は，施設の被害状況の確認と，救援物資

の仕分け等へ職員派遣を行っていた。分析装置について

は，各メーカーから無償で動作点検を実施していただ

き，1か月程度で測定機能を回復することができた。大

きな揺れや，突然の停電に見舞われたが，GC-MSやLC-MS

にほぼ損傷はなく，すぐに使用できるようになったのは

幸いであった。 
 
2.2 震災に関連した環境調査 

2.2.1 大槌町における化学物質調査事例 

発災直後は分析どころの話ではなかったが，3週間ほ

ど経った頃，初めて震災関連の測定依頼を受けた。 
調査対象となった大槌町は，岩手県の中でも特に被害

の大きかった場所の1つである。町の中心部を津波が襲

ったため，死者･行方不明者は住民の約1割にも及び，自

衛隊，警察，消防及び海上保安庁が行方不明者の捜索を

行っていた。 
3月下旬に，小鎚川河口付近で捜索に当たっていた自

衛隊により，毒物（ドクロマーク）表示された容器が散

乱し，内容物が漏洩しているのが発見された。 

 

 
図1 発見された容器と内容物の構造式 

 工場の倉庫が被災し，原末が入った段ボール容器やドラム缶，

水溶液のタンクなど，約40tが流出した。 

 

現地調査により，流出した物質は，河口近くの工場で

使用していた化学物質（1,3,5-Triacryloylhexahydro-

1,3,5-triazine (以後，トリアジン化合物という。)，繊

維の柔軟加工用薬品原材料）であり，MSDSから，原末や
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高濃度溶液に触れると，皮膚がかぶれる等のリスクがあ

ることが判明した。 

漏洩情報は各機関に共有され，住民には被災事業者の

広報や新聞等を通じ，注意喚起が行われた。 
住民や，捜索を行うダイバー等の安全確保のため，同

物質の残留実態が知りたいとの要望があり，河川水濃度

を測定することになった。 
 

 
図2 河川採水の様子（2011.3.29） 

 発災後3週間程度たっていたが，水面には，流出した家屋など

のがれきが散乱している。 

 

 流出したトリアジン化合物は，既存の分析法がなく，

標準物質もすぐに入手することはできなかった。このた

め，どのように測定を行うか，検討が必要であった。 

岩手県では，2006年頃からGC-MS用の自動同定・定量

データベースシステム（AIQS-GC）1)（製品名：西川計測

社 NAGINATA）により，魚類へい死事故等の原因物質検

索を行っている。同システムは，北九州市立大学門上先

生により開発されたもので，装置条件を一定に調整する

ことで，標準物質を用いずに，データベースに登録され

た約1,000種類の化学物質を同定し，定量値を得ること

ができる。トリアジン化合物はAIQS-GCに未登録の物質

であったが，NISTライブラリーにマススペクトルが収録

されていた。AIQSの測定メソッド（幅広い物質に対応し

ており，SCAN分析を行う）で有無だけでも確認できるの

ではないかと考え，適用することにした。 

河口付近で採水した河川水をジクロロメタンで液液抽

出（300倍濃縮）し，AIQS-GCのメソッドで測定した。 

得られたクロマトグラムをNIST08ライブラリーで検索

したところ，一致率90％でトリアジン化合物にヒットす

るピークを検出した（図3）。また，AIQS登録物質につ

いても解析を行っているが，この時の水質からは，フェ

ナントレンと 2-メチルナフタレンが検出されている。 

 

 
図3  河川水のクロマトグラム 

上段：操作ブランク，下段：小槌川河川水。トリアジン化合物

以外のピークは内標準もしくは，フタル酸類などブランクのマト

リックスのもの。 

 
後日，標準物質が入手できたことから，GC-MSとLC-

MS/MS両方で定量分析を実施したところ，トリアジン化

合物の水質濃度は0.060mg/Lであった。 

なお，GC-MSの定量測定では，AIQS-GCのデータベース

にトリアジン化合物のマススペクトル，RT及び検量線情

報を追加登録し，先の測定で得られたクロマトグラムか

ら濃度を算出した。過去に取得したデータから，新規登

録物質のレトロスペクティブ分析が可能であることも，

AIQSの優れた点の一つである。 

 
2.2.2 大船渡湾における底質調査事例 

 時間の経過とともに，県内各地の詳細な被害状況が明

らかとなり，これに対応していくつかの環境調査を実施

した。ここでは，閉鎖性海域への重油流出に関する底質

調査事例を紹介する。 
 大船渡湾は県内有数の閉鎖性海域で，カキ養殖が盛ん

な場所でもある。震災後数か月で湾内の瓦礫が撤去さ

れ，養殖業の再開に向けた準備が進められていた。 
しかし，大船渡湾では津波によりC重油の流出事故が

発生しており，水産業への影響が危惧された。 

底質等の汚染実態を把握するため，AIQS-GCにより，

PAHを中心とした化学物質のスクリーニングを行った。 

 調査は，2011年7月と12月に実施した。7月時のデータ

を表1に示す。発災後数か月経過した7月時点でも，採取

した底質には油膜や油臭が確認された。AIQS-GCの測定

結果でも，C重油に由来すると考えられるPAHが検出され

た。 

 
  

トリアジン化合物のピーク 
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表1  大船渡湾底質の測定結果（μg/g-dry） 

検出化合物 測定地点   
S-31 S-32 S-33 

ﾅﾌﾀﾚﾝ 0.063 0.082 0.092 
ｱｾﾅﾌﾁﾚﾝ <0.002 0.41 0.52 
ｱｾﾅﾌﾃﾝ <0.002 0.085 0.096 
ﾌﾙｵﾚﾝ <0.002 0.41 0.40 
ﾌｪﾅﾝﾄﾚﾝ 0.82 4.8 4.2 
ｱﾝﾄﾗｾﾝ <0.002 0.90 0.80 
ﾌﾙｵﾗﾝﾃﾝ <0.002 6.8 7.0 
ﾋﾟﾚﾝ 0.63 7.4 7.4 
ｸﾘｾﾝ <0.002 3.0 3.0 
2⁻ﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ <0.002 0.084 0.14 
ﾍﾞﾝｿﾞ(c)ﾌｪﾅﾝﾄﾚﾝ <0.002 0.61 0.54 
ﾍﾞﾝｿﾞ(c)ｱﾝﾄﾗｾﾝ <0.002 3.3 3.1 
ﾍﾞﾝｿﾞ(k)ﾌﾙｵﾗﾝﾃﾝ <0.002 1.2 1.5 
ﾍﾞﾝｿﾞ(a&j&b)ﾌﾙｵﾗﾝﾃ
ﾝ 0.15 3.3 2.5 
ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ 0.22 3.6 2.9 
ﾍﾞﾝｿﾞ(e)ﾍﾟﾘﾚﾝ <0.002 1.1 1.0 
ﾍﾞﾝｿﾞ(ghi)ﾍﾟﾘﾚﾝ <0.002 2.1 1.3 
ｲﾝﾃﾞﾉ(1,2,3-cd)ﾋﾟﾚﾝ <0.002 2.0 1.7 
PAHs合計 1.9 41 38 
ﾋﾞﾌｪﾆﾙ <0.002 0.057 0.082 
ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞﾌﾗﾝ <0.002 0.17 0.063 
ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞﾁｵﾌｪﾝ <0.002 <0.002 0.041 

 

 

 

図4  採泥位置 

S-31地点は,津波により底泥が浚われ砂質状となっていた。こ

のため，他の２地点よりPAH含量が少なかったと推察された。 

 

 岩手県だけでなく，津波被災地では，重油その他石油

製品の流出が起き，宮城県石巻では流出したA重油によ

る海上火災が発生した。 

国立環境研究所牧先生を中心として行われた調査で，

宮城県及び岩手県沿岸の底質にPAHが残留していること

が明らかとなったが，その後の調査で，経時的に濃度が

減衰していることが確認されている2)。 
 

2.3 震災時の環境調査に関する所感 
東日本大震災津波の環境調査では，トリアジン化合物

のように，通常測定しないような物質についても，測定

ニーズがあった。また，津波により，通常とは異なる状

況で化学物質が流出したため，何が，どのように環境中

へ放出されたのか不明であり，無機物から有機物まで，

幅広く，かつ迅速に測定できる技術力，体制が必要であ

ると痛感した。 
震災当時，GC-MSについては，製品版のAIQSが西川計

測と島津製作所からリリースされており，前処理につい

ても，水質・底質それぞれに検討が行われていた3)4)。 

岩手県ではこれらを参考として，震災後の環境調査を

実施することができた。また，AIQS-GCを適用した震災

時の環境モニタリングは，国立環境研究所中島先生が，

宮城県の災害廃棄物仮置き場周辺の水質について実施さ

れている5)。 

トリアジン化合物の例では，水溶性が高かったことも

あり，LC-MS/MSでも測定を行った。LC-MSは，化学物質

の水質中濃度が高い場合，直接注入が行えるなどの利点

があるが，震災当時はGC-MSのNISTライブラリー検索の

ような使い方が難しく，標準物質が必要であった。 

現在，LC-QTOF/MS（サイエックス製 X500R）用のデー

タベース（AIQS-LC）6)が開発され，GC-MSでは測定でき

ない高極性物質のターゲットスクリーニングも可能とな

った。 

また，QTOF/MSの場合，高分解能で測定を行うことか

ら，得られたデータを活用して，サスペクトスクリーニ

ングやノンターゲット分析等の高度な検索も行うことが

できる。 

東日本大震災津波以降も，熊本地震や北海道胆振東部

地震，大雨による水害など，毎年のように自然災害が発

生している。我々地方環境研究所は，このような災害，

事故時に，迅速に汚染実態を調査し，住民の安全確保の

ため，科学的データを伝えていく必要がある。 

災害時の環境調査の実施方法については，「緊急時環

境モニタリング手法調査マニュアル」7)や東日本大震災

津波後の「有害化学物質の緊急時モニタリング実施指針

（第一版）」8)などのマニュアルが参照できる。 

また，国立環境研究所と地方環境研究所のⅡ型研究に

おいて，AIQS-GCを活用した事故・緊急時の化学物質モ

ニタリング手法が検討されており，有事の備えとして活

用できると考えている。  

S-33

S-32

S-31

湾口 

湾奥 
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図7 海浜性希少植物の調査地 

図5 小本海岸は砂浜が洗堀されていた（2011年7月） 

図6 津軽石川河口付近の塩生湿地（2011年7月） 

・マルミノシバナとウミミドリがわずかに残存していた 

3．海浜性希少植物の被災後から現在にかけての

状況とこれからの研究への展望（小山田智彰） 

3.1 はじめに［調査10年］ 

2011年3月11日に三陸沖を震源とするマグニチュード

9.0の巨大地震によって大津波が発生した。この東日本

大震災津波の津波は岩手県沿岸部に甚大な被害をもたら

し，海岸植生にも多大な影響を及ぼした。 

当センターでは，発災から津波の影響調査のため現地

へ入る見通しがついた2011年7月に初めて岩手県沿岸の

全域調査を実施している。（図5，6）その後は，2012年

から2015年までは消失の危険性が高い植物中心に調査

し，2016年は震災5年後として2回目の全域調査を行って

いる。2017年から2019年は消失の危険性が高い植物に限

定して調査し，2020年は，これまで調査未実施であった

箇所も追加して大規模調査を行った。 

2021年は東日本大震災津波発生から10年となる

ことから，海浜性希少植物の動態を把握するた

め，過去に実施した調査地点に未実施の地点を加

えた調査を敢行した（図7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 結果［海浜性希少植物の動態］ 

調査は，海浜性希少植物が生育する地点（以下，調査

地点）を踏査し，希少植物の有無，個体数を記録後，生

育位置をGPSに記録した。また，表2に示した「自生地消

失リスク評価表」を用いて，津波前と津波後，2016年，

2020年，2021年の調査で希少植物を確認した34調査地点

について，「繁殖」，「立地」，「採集」，「個体数」，

「自然災害の影響」，「生育基盤の変化」の6項目を5段

階で評価し，得点が高いほど消失リスクが高い種として

評価した。 

東日本大震災津波の津波発生前および震災5年後の全

域調査で確認してきた希少植物の消失リスク評価の結果

を表3に示した。津波直後から2016年の消失率は7.7％で

あったが，2021年の消失率は30.8％に増加した。このよ

うに，津波による直接的な影響もあるが，その後の復興

工事による影響や自然災害（台風）の影響も大きいこと

が伺える。 

例えば，久慈市の久慈川と岩泉町の小本海岸南側のハ

マボウフウは，砂浜の一部に砂利が敷かれた後に消失を

しており，宮古市の津軽石川河口のウミミドリは，生育

地点にコンクリートブロックが新設されて消失した。大

槌町の大槌川のカワヂシャは，橋の基礎補強工事後に消

失し，小槌川カワヂシャは，生育地がコンクリート化さ

れて消失した。釜石市の甲子川と大船渡市の盛川のカワ
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a． 繁殖 d． 個体数

・自然状態での繁殖能力 ・分布地点における個体数

５　ほとんど増殖が認められない ５　消失

４　弱い増殖力がある ４　10個体未満

３　中位の増殖力が認められる ３　10個体以上数十個体

２　著しい増殖力がある ２　100個体以上数百個体

１　強大な増殖能力がある １　1,000個体以上

b． 立地 e． 自然災害の影響

・ハビタットの消失危険度 ・東日本大震災後の自然災害（台風・高潮）

５　極めて強い ５　完全に消失

４　強い ４　ほとんどが消失し復元が困難

３　中 ３　個体の減少が激しい

２　弱い ２　個体の減少がある

１　無い １　変化なし

c．  採集 f．  生育基盤の変化

・選択的採集の危険度 ・復興工事等の人為的な改変によるもの

５　極めて強い ５  完全な改変あり

４　強い ４  大規模な改変あり

３　中 ３  部分的な改変あり

２　弱い ２  一部に改変あり

１　無い １  変化なし

表2 消失リスク評価表 

ヂシャは，河川工事が行われた後に消失している。大船

渡市の泊漁港のハマナデシコは公共トイレ裏の岩場に自

生していたが，漁具の仮置場になるなどの自生環境が悪

化して消失した。宮古市の太田浜のエゾオグルマは，津

波発生後に行った移植等によって維持していたが，2019

年に発生した台風19号によって移植地を含む砂浜が破壊

され，2020年の調査によって消失を確認した。 

次に消失リスク評価の「繁殖」，「立地」，「採

集」，「個体数」，「自然災害の影響」，「生育基盤の

変化」の6項目の各平均値を図8に示した。「繁殖」，

「個体数」，「自然災害の影響」，「生育基盤の変化」

が「採集」よりも高くなり，特に2020年の調査までは，

6項目のうち，「生育基盤の変化」が増加傾向を示し，

消失していた6地点中5地点で工事による人為的な改変が

影響していた。2021年の「生育基盤の変化」は2021年よ

りも低い値となったが，消失した3地点の植物は，工事

による人為的な影響が原因であった。 

以上の結果から，海浜性希少植物の保護には，「生育 

基盤の変化」によって個体数の減少がみられる植物に注

目して保護対策を進めることが重要であることが分かっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表3 消失リスク評価の結果一覧 

調査地 種名 津波前 津波直後 2016年 2020年 2021年
角の浜 オオアカバナ 9 10 9 18
角の浜 キタノコギリソウ 14 15 10 11 15

八木港海岸 ハマボウフウ 20 13 13
久慈川 ナミキソウ 14 16 9 13 12

ハマボウフウ 18 24 消失
小袖海岸 ホソバエゾノコギリソウ 9 10 9 13 13
明戸海岸 ハマボウフウ 14 11 11

ナミキソウ 13 10 9
カワヂシャ 19 17 18

小本北 カワラナデシコ 24 12 13
小本南 ナミキソウ 8 8 11 11 9

ハマベンケイ 17 13 12
ハマボウフウ 18 消失 -

津軽石川河口 ウミミドリ 6 14 消失 - -
津軽石川河口 シバナ 6 15 23 21 20
津軽石川河口 ウミミドリ 11 8 7

太田浜 エゾオグルマ 12 19 20 消失 -
重茂漁港 アオノイワレンゲ 12 9 7
織笠川 ウミミドリ 10 15 11 10 11
織笠川 エゾツルキンバイ 9 13 20 20 16
大槌川 カワヂシャ 6 7 17 消失 -
小槌側 カワヂシャ 11 14 19 16 消失
甲子川 カワヂシャ 21 17 消失
盛川 カワヂシャ 20 消失 -

シバナ 15 18 11
大野海岸 ハマボウフウ 9 17 14 16 15

ナミキソウ 11 12 9
アオノイワレンゲ 12 13 10

泊 ハマナデシコ 24 消失 -
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図9 県内2か所に自生するオオアカバナ 

図10 県内3か所に自生するスナビキソウ 

図11 県内2か所に自生するエゾツルキンバイ 

図12 県内1か所に自生するハマナデシコ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 これからの展望 

 東日本大震災津波から10年，これまで岩手県の海岸に

自生する海浜性希少植物の確認調査とその動態について

調査を行ってきた。この10年間の調査を行った中で岩手

県初となるオオアカバナを2011年に確認し，大震災以降

から見ることができなかったスナビキソウやハマハタザ

オを2020年に実施した全域調査で再確認することもでき

た。 

2021年の調査では個体数が回復している植物もある一

方で，現在でも消失する植物があり，また，一度消失し

た植物については，その後はその地点で再確認できた事

例がないことから，今後は従来の調査と合わせて，絶滅

回避策となる「生息域内保全」や「生息域外保全」に取

り組む必要性が生じてきている。そのため，当センター

では，これまでに確認した海浜性希少植物から残存する

自生地が少なく消失すれば直ちに県内絶滅につながると

想定されるオオアカバナ，スナビキソウ，エゾツルキン

バイ，ハマナデシコの4種をモデルに，「生息域内保

全」として現地保全の方法や「生息域外保全」としての

種子確保や苗生産に有効な技術開発に取り組む予定とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8 6項目別消失リスク得点の平均値の推移 
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＜特 集＞東日本大震災から10年を経過して～国環研及び被災3県の環境研の取組～ 

 

宮城県保健環境センターにおける 
東日本大震災に係る取組について 

 

―被災状況とその対応，再建からこれまでを振り返る― 

 

宮城県保健環境センター 

 

 

 

 

1．はじめに 

宮城県保健環境センターは，昭和57年8月の機構改革

により総合衛生センター，衛生研究所及び公害技術セン

ターが統合して誕生した宮城県の保健環境行政の科学的

中核施設である。 

企画総務部，微生物部，生活化学部，大気環境部及び

水環境部の5部からなり，職員数は令和3年10月1日現在61

人（再任用，兼務職員含む）である。 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では，当セン

ターも被災し，本庁舎が使用できなくなるという事態と

なった。 

震災から10年が経過し，今回，改めて振り返る機会を

いただいたので，当時の記録等をもとに，被災状況と本

庁舎再建までの動きや教訓，震災関連の調査研究及び最

近の調査研究の取組についてまとめたので報告する。 

 

2．被災状況とその対応について 

2.1 概要 

平成23年3月11日午後2時46分，三陸沖を震源とするマ

グニチュード9.0の巨大地震が発生した。当センターのあ

る宮城県仙台市宮城野区では震度6強を記録し，5階建て

の本庁舎建屋は壊滅的な被害を受け使用不能となり，建

屋内でも多くの機器が落下するなど甚大な被害を被った。

また，沿岸部に設置した自動監視測定局が津波により多

数被災した。 

震災発生時は，本庁舎1階の大会議室で研究発表会が開

催中であり，大半の職員が会場にいて，外部参加者とと

もに速やかに避難できたことが幸いし，人的被害はなか

った。 

 

2.2 被災状況 

2.2.1 建物 

昭和47年に建築された5階建ての本庁舎は，平成18年に

行われた建物の耐震補強工事により倒壊は免れたが，建

物の南面長辺方向の両端基礎が損傷して10～20cm程度沈 

下した。そのため，東西の両端が下がり「への字」状に

変形し，ねじれるように南側に傾いた。床面は大きくゆ

がみ，窓サッシが変形しガラスが破損した。庁舎内外の

壁や柱には多数のクラ

ックが入り，1階床面は

傾きのための隆起や沈

下が多数発生した。 

一方で，昭和62年に建

築された2階建ての分庁

舎（微生物部）及び平成

11年に建築された1階建 

ての特定化学物質検査棟では，壁に数箇所クラックが入

ったものの，大きな損傷はなかった。 

 

2.2.2 衛生・機器設備 

本庁舎では，屋上にある高架水槽の基礎部分が崩壊し，

また地上にある受水槽のパネルが最下段を除いて破損し

たため，貯水が不可能となったほか，空調パイプや給湯

配管の破損が多数あった。さらにボイラー室のスチーム

ヘッダー管が移動し，基礎部分が破損した。また，高架

水槽と給湯管の破損のため，庁舎5階に大量の漏水があり，

図書室の図書，パソコンが損傷した。 

分庁舎では暖房用温水ヒーターの給湯配管が破断，特

定化学物質検査棟では排気ダクト設備及び特殊ガス配管

がほぼ全壊し，使用が不可能な状態となった。 

 

2.2.3 ライフライン 

地震発生後，電気は損傷を免れた自家発電装置が作動

し，翌12日正午頃までは最低限の電力を確保することが

できた。その後は停電したが，3月14日に復旧した。 

水道は一時供給が停止したが，3月17日に復旧した。ガ

スは各地で管路が損傷したことに加え，仙台港のガス工

場が津波で被災したことなどにより，供給が停止したが，

3月27日に復旧した。 

 

窓枠の歪曲 
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2.2.4 機器 

地震により，主要な機器の多くが設置台から落下，転

倒，ぶつかり合いなどにより破損した。また，落下は免

れたものの，強い揺れにより，機器の内部が破損し使用

不能となった例も多数みられた。機器の被害は，建物の

被害の大きかった本庁舎において特に大きく，上層階ほ

ど被害が大きい傾向が見られた。また分庁舎や特定化学

物質検査棟においても相当の被害があった。主要機器の

被害は,GC12台をはじめ，HPLCや電子顕微鏡等，概算で総

額2億円超となった。 

昭和53年に発生した宮城県沖地震の再来に備え，建物

の耐震化を施すとともに，機器類の固定についても機器

ごとに何らかの対策をとっていたが，予想をはるかに上

回る規模の揺れにより，多くの機器を失う結果となった。    

県内の空港周辺に設置した航空機騒音自動測定局6局

のうち，仙台空港周辺の1局及び航空自衛隊松島基地周辺

の2局が津波により流失した。 

また，塩竃市内に設置した自動車排出ガス測定局の機

器は，津波による浸水で使用不能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 震災後の対応 

2.3.1 職員派遣 

県災害対策本部の要請により，平成23年3月14日から4

月15日まで延べ194人を県庁関係各課へ派遣した。4月末

からは身元不明遺体の着衣洗濯のため延べ28人を，8月に

は仮設住宅入居受付のため延べ36人を，それぞれ派遣し

た。 

 

2.3.2 業務再開まで 

庁舎の損傷が少なかった微生物部（分庁舎）は，遺伝

子解析装置や冷却高速遠心機などの機器類が多数被災し

たが，被災を免れた機器類を使用して，早期に業務を再

開した。 

一方，本庁舎での業務再開が不可能となったため，県

経済商工観光部の試験研究機関である産業技術総合セン

ター（仙台市泉区）の一部を借用し，生活化学部，大気

環境部（常時監視，騒音・振動及び悪臭を除く），水環

境部（特定化学物質検査を除く），企画総務部の一部業

務を平成23年7月より再開した。特定化学物質検査棟は排

気ダクト設備及び特殊ガス配管を修理し，同年10月より

業務を再開した。 

常時監視，騒音・振動及び悪臭に係る大気環境部の分

析業務及び企画総務部の残りの業務は，同年11月に移転

した旧消防学校（仙台市宮城野区）の建屋を借用し，業

務を再開した。 

この結果，当センターの業務は，現地，産業技術総合

センター，旧消防学校の3か所に分かれて行うこととなり，

この状況は新庁舎が完成する平成27年3月まで続いた。 

産業技術総合センターにおいて一部業務を再開したも

のの，スペースの関係で検査に必要な機器類が設置でき

ずに実施を見合わせていた検査も多数あったため，旧消

防学校や大崎市にある県大崎合同庁舎内の空室を利用し

機器を設置し，職員が公用車で検体を運搬し検査を実施

した。それでも検査機器や検査環境が整わなかった煙道

排ガス濃度測定等については，庁舎再建まで一部外部委

託により対応した。 

このような状況の中，環境省東北地方環境事務所が全

国の自治体に対し被災自治体への支援を要請し，80の自

治体から具体的な申出をいただいた。支援内容について

は環境事務所から主務課を通じ当センターに連絡があり，

大気汚染物質監視業務の未分析試料について，富山県と

神戸市に分析業務の支援をいただいた。 

 

2.4 庁舎再建に向けて 

震災の翌月に実施された震災被災調査の結果，「本建

物は，主要構造部に大きな損傷があり，現状で使用する

ことは非常に危険な状況であり，部分的に修繕したとし

ても，建物全体の健全性は保証できない。」との報告が

あったことから，修繕等による再建は難しいと判断し，

建て替えることとした。建て替えに当たって，別敷地へ

の建築も検討されたが，損傷が小規模であった分庁舎と

特定化学物質検査棟の活用を図るため，現地での立て替

えとなった。また，将来的な業務のあり方を検討するワ

ーキンググループ，庁舎再築設計に係るワーキンググル

ープが再建に向けて設置された。 

新庁舎は平成27年3月竣工，震災から4年の月日を経て，

同年4月から5部が揃って新庁舎で業務を再開した。 

 

2.5 震災の教訓等 

2.5.1 地震対策とその効果 

近い将来，高い確率で宮城県沖地震が再来するといわ

れていたことから，平成18年に本庁舎耐震工事を実施し，

多くの主要機器についてはストッパー等による固定，転

倒防止用のゴムマットの活用等，器具や試薬類について

も保管場所の工夫等の措置を行っていた。しかしながら，

未曾有の巨大地震で基礎に及ぶ被害があったことから本

庁舎が使用不能となり，主要機器も転倒，落下による破

5階検査室 

HPLC落下破損 
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損が多く見られた。 

試薬類については、コンテナや中を仕切った引き出し

に収納，あるいは落下防止策柵を設けた試薬棚等に保管

していたものは無事であった。 

 

2.5.2 震災の教訓 

地震により建物自体が大きく揺れたが，揺れは上層階

ほど大きい傾向があった。主要機器の多くは据え付けの

サイド実験台に固定していたが，実験台は建物と一体と

なって揺れるのに対し，設置した機器は地震に伴う慣性

力のため，建物の揺れる方向と逆向きに動き，一部は固

定を振り切って落下，転倒したものと思われる。 

落下，転倒は免れても激しい揺れにより，機器自体が

上下左右に揺さぶられ，機器内部が損傷した例も多くあ

り，固定しても避けられない要素があったとはいえ，大

半の職員が宮城県沖地震の再来についての認識を持って

いたにもかかわらず，地震対策が徹底されていなかった

ことは反省点である。重量の大きい物ほど大きく揺れる 

ことを踏まえ，十分な固定が必要であり，場合によって

はベルトによる固定と耐震マットを組み合わせるなど， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二重三重の対策が必要であった。 

なお，キャスター付きの機器類は揺れに伴い動き回る 

こともあり，実験室など狭い空間において避難の妨げに

なるだけでなく，人に危害をもたらす凶器となりかねな

いことから，固定方法の工夫が必要であると思われた。  

震災後，当時の職員を対象に行った震災に関するアン

ケートの回答からいくつか列記するので，参考になれば

幸いである。 

・機器や棚等の固定が不十分だった。 

・PCが漏水により損傷し，データが破損したので，定期

的なバックアップが必要であると感じた。 

・人員（外来者を含めた建物内にいる人の数）や建物の

安全確認方法及び被災状況等の確認手段のマニュアル化

が必要である。 

・所内の書類等の整理整頓を徹底することが必要である。 

・事務室内の窓ガラスに飛散防止フィルムを貼っていた

ため，ガラスの飛散を防止できた。 

・試薬棚の塩ビ製落下防止柵は有効で，薬品落下はなか

った。 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連施設位置図 

被災した本庁舎 

（平成23年3月） 

再建した本庁舎 

（平成27年3月） 
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3．震災関連調査等 

県民の健康と生活環境を守るための保健衛生及び環境

保全分野の科学的中核施設としての役割を担う当センタ

ーにおいては，被災によりそれまでと様相が大きく変化

し，また災害からの復旧・復興を果たしていく中にあっ

ても，現状を捉えた，県民の健康と生活環境の確保を図

るための環境モニタリングや調査等の業務を早期に進め

ていく必要があった。 

そこで，平常時の定型的業務とは異なった，災害を契

機として行われた震災後の環境モニタリング調査の例を

当時の年報（宮城県保健環境センター年報）等からピッ

クアップし，その概要を以下にいくつか紹介するととも

に，被災時の環境モニタリングの課題等について改めて

考えてみたい。 

なお,それぞれについては，文末に出典を記載している

ので，詳しくは年報等で確認いただきたい。 

  

3.1 震災後の大気環境について 

東日本大震災により破壊された建築物等の処理や津波

で運ばれた堆積土による大気環境の悪化が懸念されたた

め，被災地の避難所やがれき置き場周辺でアスベスト及

び大気中粉じんについてモニタリング調査を行った。 

調査は，震災後の平成23年5月から翌年3月にかけて実

施した。 

アスベスト濃度調査は，主に避難所，避難所周辺や応

急仮設住宅候補地周辺で実施した。平成23年6月から10市

町10地点で開始したが，県内では同年8月から9月上旬に

かけて避難所のほとんどが閉鎖され，その一方で学校な

どの公共施設や住宅地，仮設住宅の近隣にがれき一時仮

置き場が設けられ，廃棄物が山積みされた状態になった。

そのため，9月及び12月のアスベストモニタリングは，が

れき置き場周辺の住宅地，仮設住宅で9市町10地点で実施

し，平成24年3月の調査は，がれき仮置き場やがれき焼却

施設周辺を含めた8市町9地点で実施した。全体として，

11市町15地点で4期にわたり実施した調査結果の最高値

は１L中１本であり，調査地点すべてで無機総繊維数が1

本／Lを超えた地点はみられなかった。 

一方，大気中粉じん調査は，被災地沿岸部の3市町5地

点で，平成23年5月下旬から翌年3月にかけて実施した。

調査地点は主に小学校や高校，公共施設の屋上に設定し，

大気中の浮遊粉じんを捕集した。大気中粉じん濃度の結

果の推移をみると，調査地点に隣接したがれき仮置き場

での廃棄物の移動作業等が要因のひとつと考えられたも

の，地形や風向・風速，降雨等の気象条件及び津波によ

り打ち上げられた堆積土等の量などにより影響を受けた

ことが考えられるものもあった。全体的に測定開始当初

は比較的高い地点が多く見られたが，時間の経過ととも

に濃度が低下する傾向が見られた。（年報：第30号(2012）) 

 

3.2 震災後に観測された非メタン炭化水素濃度上

昇について 

東日本大震災に伴い，倒壊した建築物からの粉じんの

飛散，工場等からの有害物質の大気への漏出，船舶や油

槽タンクから流出した油等の揮発などによる大気環境の

悪化が懸念された。そこで，県で大気汚染常時監視を行

っている物質の震災前後の濃度を比較したところ，震災

後に塩釜局の非メタン炭化水素（NMHC）の濃度が断続的

に上昇していることを確認した。 

平成21年～平成23年の1月1日から9月30日の塩釜局

NMHCの1時間値データを使用し，「1月1日～3月11日」，

「3月12日～5月31日」及び「6月1日～9月30日」に区分し

て解析した。その結果，この期間のNMHCの1時間値推移に

ついて，大きく見て3月から上昇し5月に最高になるもの

と，6月から上昇し8月に極大になるものの2つのピークが

あった。「3月12日～5月31日」について，過去2年はほぼ

低濃度域（0.50ppmC以下）を推移しているが，平成23年

は前後の期間及び過去2年の同期間の最高値と比べて数

倍高い値が断続的に発生しており，過去2年に比べて平均

値は高く，高濃度（0.50ppmC超）割合が非常に高くなっ

ていた。また，3～5月に過去2年は平成23年と同様のピー

クが出現していないことや平成23年の「3月12日～5月31

日」の高濃度時の風向が南東，南南東，南に偏っており，

2011年5月の特異的なピークの発生源はこれらの方向に

存在すると考えられた。 

一方，「6月1日～9月30日」については，平成23年は過

去2年と比べ，高濃度割合が高く，1時間値は過去2年の最

高値よりも高い値が頻出していたが，平均値を比べると

同程度であり，6月から値が上昇する傾向は過去2年でも

見られていることや，低濃度域，高濃度域の何れでも風

配図は過去2年と同様の傾向で形も似ていることから，平

成23年8月のピークは特異的なものと例年の現象が混在

していると考えられた。 

なお，NMHCは光化学オキシダント（Ox）生成の原因物

質の一つであることから，塩釜局Oxの1時間値推移とNMHC

の1時間値推移とを比較してみたが，両者の推移は異なっ

ており，平成23年の特異的なNMHC濃度上昇に対応したOx

濃度の上昇は確認できなかった。（年報：第30号(2012）) 

 

3.3 震災後における閉鎖性海域の現況 

巨大津波により未曾有の被害を受けた沿岸域には多く

の下水道終末処理施設があり，その殆どが機能を失った。

また大量のがれきや土砂が沿岸海域を覆い尽くしたこと

から，特に閉鎖性海域では生態系が大きく変化したと考

えられ，早急な実態調査の必要があったため，東北大学，
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国立環境研究所の全面的な協力を得て，松島湾，志津川

湾，気仙沼湾について実態調査を行い，COD，大腸菌群数，

底生生物について報告している。なお，それぞれの湾内

には下水処理施設からの排出水が流入するが，各施設と

も全面復旧には至っていない時期の調査となっている。 

松島湾では，終末処理場排出水の影響を受ける地点で

震災後の5月にCOD5.1mg/Lとやや高めを示し，大腸菌群数

も46,000MPN/100mLとかなり高い値を示したが,7月，9月

は通常状態に復帰してきている。その地点の2km沖合の地

点でも，5月にCODや大腸菌群が高かったが7月以降は通常

状態に復帰している。比較的津波の被害の少なかった島

々に位置する地点では，平年と比較しても特に差違はみ

られなかった。各地点とも底生生物の生息が確認されて

いるが，かつて砂地だった所に底泥が堆積した場所や，

その逆の変化もみられ，津波により大規模に海底が移動

したものと考えられた。また，震災前の湾内には広範囲

に藻場が形成されていたが，5月の調査時点ではそのほと

んどが消失していた。なお，その後の12月に東北大学が

実施した潜水調査では，僅かながら藻場の復活が確認さ

れている。 

志津川湾は湾口が広く，津波の被害をまともに受けた

ところであり，震災後5月のCODは若干高い傾向があるが，

7月以降はむしろ水質改善傾向が窺えた。湾奥部の底泥が

津波により流出し，岩盤や砂地に変化したことから透視

度がかなり改善された。5月に確認されなかった底生生物

が7月の調査で復活が確認されている。 

気仙沼は津波と大規模火災により市街地が壊滅したと

ころである。湾内各調査地点のCODに大きな変化はみられ

ないが，大腸菌群数は湾奥部や終末処理場付近で7月に

93,000MPN/100mLとかなり高い値を示していた。5月の底

質調査では底生生物が全く確認されず,底質は油臭を呈

し燃えがらの炭が多量に混入していたが，7月の調査では

僅かながら底生生物が確認された。（年報：第30号(2012)） 

 

3.4 震災後における県内休廃止鉱山の周辺環境へ

の影響の研究 

気仙沼地域の公共用水域水質常時監視では,一部の環

境基準点において基準値を上回る濃度の砒
ひ

素が検出され

ている。この地域には休廃止鉱山が多数分布しているこ

とから,これら休廃止鉱山由来の流出水による公共用水

域の汚染状況を把握するため,砒
ひ

素等重金属の調査を行

っている。 

気仙沼地域には金鉱脈を伴う砒
ひ

素を含んだ金属鉱床が

分布しており,昭和年代までは採掘が行われていた。現在

はすべて休廃止鉱山となっているが,公共用水域水質常

時監視対象河川上流にも多くの鉱山が点在している。 

調査は,休廃止鉱山の坑口や坑内流出水の河川等への

流入口，公共用水域水質常時監視の環境基準点等で実施

している。 

鹿折川流域では，鉱山坑口で環境基準を超過する砒
ひ

素

が検出されているが，坑口からの流出水は周辺の沢水で

の希釈等により，鹿折川流入前の地点で環境基準を下回

っているなど，上流域の鹿折金山坑内水からの砒
ひ

素の影

響は少ないとしている。 

なお，この鹿折川中流域には，砒
ひ

素精錬所跡を集水域

に含む河川（官代沢）の流入があり，下流域における砒
ひ

素の濃度は，この流入河川からの流入水の影響を大きく

受けていると考えられた。 

神山川流域では，上流域における羽田鉱山からの砒
ひ

素

等重金属類の流入は少ないと考えられるが，中流域にあ

る松岩鉱山坑口から砒
ひ

素を含む流出水が発生しており，

最下流域の環境基準点での砒
ひ

素の基準超過の原因のひと

つとなっている可能性が考えられた。 

面瀬川流域では，上流域に位置する新館鉱山からの砒
ひ

素の流入は少ないと考えられるが，中流域に位置する金

取鉱山からの浸出水が下流域に影響している可能性が考

えられた。（年報：第31号(2013), 第32号(2014)） 

 

3.5 震災後の県内井戸の水質状況調査について 

震災による県内の井戸水質への影響を把握するため，

平成28年度に沿岸部の井戸3件の水質調査を実施した。そ

れに加え，平成29年度から平成30年度にかけて，沿岸部

のほか内陸部を含む県内全域の井戸111件の水質調査を

実施した。 

その結果，全般的に地震前後での井戸水質の変化は顕

著ではなかったものの，井戸所有者からの聞き取り調査

では，一部の井戸で地震直後に井戸の濁り等の現象が捉

えられていたことから，それらの井戸水について，地震

直後に変化が起きていたことが想定された。 

水質分析調査を行った33件の井戸のうち，砒
ひ

素で1件

（井戸1件），ふっ素及びほう素で各1件（井戸1件），地

震前後の変動が確認された。 

地震前に基準超過したものの一旦基準値以下となり地

震後に再び環境基準値を上回る結果となった井戸につい

ては，当該井戸の周辺地域における砒
ひ

素の土壌中バック

グラウンドが高いことが知られており，それが影響した

可能性が考えられた。 

また，地震後にふっ素及びほう素が高い値を示した井

戸は内陸部にあり，当該井戸の半径5km以内にある温泉水

（2源泉）のメタホウ酸とメタホウ酸イオンの濃度をほう

素濃度に換算し確認したところ，これら温泉水濃度はど

ちらも環境基準を上回ることがわかったことから，自然

由来の要因により井戸水に何らかの影響が及ぼされた可

能性が考えられた。（年報：第37号(2019)） 
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3.6 食品等放射性セシウム検査の性能要件と測定

条件について 

本県では，平成23年3月の東京電力福島第一原発事故起

因の放射性物質による汚染の実態について，様々な試料

の測定が実施され，当センターでは平成27年4月から，生

活化学部において，県環境放射線監視センター（旧原子

力センター）で検査を行っていた流通加工食品及び流通

加工食品以外の試料（水道水や海水等）について，測定

条件は変更せず，放射性セシウム（Cs-134とCs-137）の

検査を開始した。 

東京電力福島第一原発事故から5年が経過した平成28

年に，測定環境も変化したことから，放射線測定装置の

性能要件を確認し，測定条件について検討した。 

測定装置の性能要件の確認を行った上で，純水を用い，

測定容器や測定条件を変えて検出限界値を確認したとこ

ろ，マリネリ容器（2L）では2,000秒で飲料水の検出限界

値2Bq/kgを満足したが，U8容器（88.72mL）では50,000秒

でも2.2Bq/kgであり,検出限界値を満足できないことも

確認できた。 

実試料を用いた測定条件の検討においては,飲料水や

乳児用食品等流通加工食品については,試料量を増やす

ことで測定時間を短縮することが可能であることがわか

った。 

水道水や海水等については,マリネリ容器を用いるこ

とにより,測定時間を2,000秒に一律設定することの妥当

性も確認した。 

また,浄水発生土については,従来の測定時間(900秒)

よりも長くすることにより検出感度が上がることが確認

できたことから,2,000秒以上に測定条件を変更すること

が妥当であると考えられた。（年報：第34号(2016)） 

 

3.7 被災時の環境モニタリングに関する課題 

被災時対応の課題のひとつとして，被災時の環境モニ

タリング及び検査の協力体制があげられる。 

先に紹介した事例においても，環境モニタリング調査

の多くは国や他自治体，国等を通じた民間事業者等の協

力を受けながら実施されたものとなっていた。また，現

状を捉え実態を把握していく中では，市町村の協力や地

域の方々からの聞きとり情報が活かされたものとなって

いる。 

被災地においては，建築物の解体やがれき処理等によ

るアスベスト等の飛散，被災した工場等からの有害物質

等の漏出等による環境汚染が懸念されることから，被災

地周辺において環境モニタリング調査を行い，生活環境

の状況を的確に把握し，その結果を正確かつ速やかに公

表していくことが求められる。 

しかし，今回の震災では，自治体・民間を問わず県内

の多くの試験検査機関も被災し検査業務に支障を来した

ことから，試験検査機関が被災した場合でも，行政区域

にこだわらず,国や他の自治体等行政機関や民間の試験

検査機関等と広域連携を図りつつ，適切な環境モニタリ

ング調査が実施できるよう，平常時からの準備と協力体

制の整備が必要である。 

 

4．新たな取組について 

被災から4年後に待望の本庁舎が完成し，分散していた

5部が同じ敷地内で業務を再開した。 

当センターの調査研究においては,各部ごとの取組の

ほか，所内各部の連携・協力により所内横断的に取り組

む「プロジェクト研究」を行っている。 

また当センターも属する環境生活部の研修の一環とし

て位置づけられた「政策形成能力向上研修」では，セン

ター職員が中心となって，職員自らのテーマ設定と企画

立案により新たなテーマに取り組んでいる。 

 

4.1 県内における水銀の環境・食品・人体の汚染

状況調査（プロジェクト研究） 

平成30年度から令和元年度にかけて，県内の一般環境

（大気，水質・底質）中の水銀濃度及び県内に流通する

魚介類とその加工食品，さらに人体の毛髪の水銀含有量

を調査した。環境大気中の水銀濃度は環境基準値を下回

っており，有害大気汚染物質モニタリング測定結果と同

程度の濃度レベルにあることから，特定の発生源等から

の影響は少ないものと推察された。水質，底質について

も，それぞれ環境基準値，暫定除去基準値を下回ってい

た。公共用水域水質常時監視や底質の総水銀濃度が他の

地点に比べて高めに検出された地点周辺の水質や底質の

総水銀濃度の調査でも，環境基準値や暫定除去基準値未

満であった。    

県内の流通する魚介類の水銀含有量調査では，暫定的

規制値を超過する総水銀及びメチル水銀が検出されたが，

全て規制値適用外の魚種であり，その濃度は「妊婦への

魚介類の摂取と水銀に関する注意事項」(厚生労働省)を

裏付けるものであった。魚介類及びその加工食品につい

ては推定摂取量と耐用摂取量を比較し暴露評価を試みた

結果，健康への影響が懸念されるようなレベルではない

ことを確認した。 

また毛髪の水銀濃度についても，国立水俣病総合研究

センターによる日本人の平均レベルと同等の結果であっ

た。(年報：第37号(2019)・第38号(2020)) 

 

4.2 マイクロプラスチックへの農薬吸着及び劣化

の挙動と宮城県における現状に関する研修調査  



 

＜特集＞東日本大震災から10年を経過して～国環研及び被災3県の環境研の取組～ 

160 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.46 No.4（2021） 

21 

4.2.1 次世代放射光施設の効果的な利活用を探る

取組 ～マイクロプラスチックの分析を例とし

て～ 

平成30年7月に「次世代放射光施設」が東北大学青葉山

新キャンパス内に設置されることが決定し，令和5年に稼

働予定となっている。そこで，放射光についての知識を

習得するとともに活用事例を収集し，稼働後の利活用の

方向性を検討することを目的とした研修を実施した。そ

の研修の一環として，次世代放射光施設に係る特別講演

会や勉強会を経て，実際に放射光分析を体験するテーマ

を検討し，兵庫県にある施設の協力もいただき，実際に

放射光を用いたマイクロプラスチック（MP）の分析を実

施した。 

放射光分析を体験する分析では，模擬試料と実試料（県

内の海岸及び入り江で採取したもの）におけるプラスチ

ックの材質別分類に加え，残留性有機汚染物質（POPs農

薬）の吸着状況を確認した。 

FT-IRにより，得られたスペクトルをライブラリ検索等

した結果，プラスチックの材質別分類は可能であるが，

農薬吸着の確認は不可能と考えられ，また，そのピーク

は下向きの「透過率」として現れるため，濃度に比例せ

ず定量性に課題があった。なお，実試料のMPについては，

異物及び加熱劣化プラスチックのライブラリを使用する

ことで，プラスチックの材質別分類及び劣化の状況，付

着した塩類の分析も可能であった。 

放射光FT-IRによる分析では，模擬試料の分析を行った

ところ，FT-IRでは不可能であった農薬の吸着を確認でき

た。放射光FT-IRは「吸光度」による検出であるため，定

量も可能であると考えられた。なお，模擬試料の中には，

農薬と材質のピーク重複により検出不可能なものも一部

みられたが，放射光は微量物質の検出と微細領域の分析

に適していることを改めて認識することができた。（セ

ンター研究発表会要旨集：第35回(2020)） 

 

4.2.2 国内におけるマイクロプラスチック問題へ

の取組状況と宮城県における現状 

先に政府で策定された「プラスチック資源循環戦略」

では，「リデュース等」，「リサイクル」，「再生材バイ

オプラ」，「海洋プラスチック対策」，「国際展開」，

「基盤整備」を重点戦略として取り組む方針としている

が，これらの取組は自治体が主導するだけでは効果的な

持続性のある活動には繋がりにくく，目標達成のために

は消費者である県民や事業者の自主的・主体的な取組が

不可欠となることから，そのような取組を促せるような

情報発信の一環として，MPに関する科学的知見や，全国

に自治体における取組状況について調査した。 

各主体の取組状況として，大学で研究に取り組んでい

る方々を講師とした勉強会を行ったほか，企業/非営利組

織からの活動内容やプラスチックごみの流出実態の聴き

取りを行った。また，MPに関する各自治体における取組

状況を把握するため，全国環境研協議会会員67機関を管

轄する各自治体を対象にアンケート調査を実施した。そ

の調査結果に基づき，複数自治体への個別の聴き取りも

行った。さらに，県内の自治体における取組として，令

和元年に海洋プラスチックごみ対策アクション宣言及び

アクションプランを定めた気仙沼市の対策推進会議を傍

聴し，意見交換を実施した。 

一方，科学的知見の収集として，海中でのMPの劣化を

模擬して作製した試料（模擬試料）を用いてMPへの農薬

吸着等に係る知見を得るとともに，県内において採取さ

れたMP（実試料）を分析し，その実態を把握する実験を

行った。 

入り江及び海水浴場の海岸砂中からMPを採取し，1回反

射ATR（全反射測定法）によるFT-IRを用いた吸光度測定

によりMPの組成分類を行った。また，ポリエチレン及び

ポリプロピレンを，2種類の農薬をそれぞれ添加した人工

海水に漬け一定期間振とう及び紫外線照射を行ったもの

を模擬試料とし，吸着した農薬をGC-MS/MSにより半定量

した。 

海岸砂中から採取されたMPの組成を分析した結果，入

り江において，海水浴場よりも個数，種類のいずれにお

いても多くのMPが採取されたことから，海流や地形によ

って，漂着するMPの種類は異なり，入り組んだ場所であ

る入り江の方がより多様なMPが漂着したと推察された。 

模擬試料の半定量については，化学物質の疎水性及び

生物濃縮のしやすさの指標であるオクタノール／水分配

係数の値が高い農薬の方が吸着量が多い結果となったこ

とから，疎水性が高い農薬ほどMPへ吸着しやすいと推察

された。 

MPは30～40年という長い年月を経て生成され，海洋の

みならず河川や土壌汚染も懸念されている。今後，私た

ちが何も行動を起こさない場合，海へのプラスチックご

みの流出量は，2030年には2014年（平成26年）の2倍，2050

年には4倍になると予想されており，このまま，海への流

出が進むと2050年には魚の総重量よりもプラスチックご

みの総重量が多くなるといわれている。さらに，MP削減

に向けた取組については，中・長期的かつ広範囲な計画

が必要となり，MP汚染の現状及び原因並びに対策につい

て，幅広い年齢層や多職種の理解が必要である。そのた

めには，対象者層に応じた情報を発信し，興味・関心を

持って取組動機付けとなるような普及啓発活動及び環境

教育を推進することが効率的かつ効果的であり，引き続

き情報発信を継続していく予定である。（公衆衛生情報

みやぎ：No.521（2021年10月号）） 
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5．おわりに 

震災から早10年が過ぎ,次々と押し寄せる目の前の事

象に追われ,ややもすると,当時の想いやにおい,息づか

いも遠い昔のことのように感じがちになりつつある中で,

改めて当時とこれまでに思いを致す機会となり,感慨深

いものがある。 

社会的には人口減少は避けては通れない課題であり，

その一方で社会的ニーズはより多様化が進み，また，地

球温暖化対策や気候変動適応，新型コロナ感染症対策な

ど，地方環境研究所においても新たに取り組むべき課題

は後を絶たない。 

そのような中でも，災害は大規模・激甚化し，突然や

ってくることが多くなっており，平常時からの取組がス

タートラインとなるのではないかと思う。よく言われる

ことだが，『ふだんやれたことでも非常時にはできない。

ましてや，ふだんやれていないことは非常時にはできな

い』のである。つまり，平常時においても，触覚を研ぎ

澄まし，スキルを磨きつつ，いかに平常時の中の緊急時

に適切に対応できているかが，ある意味，非常時対応の

中身を左右し，その成果を占えるものではないだろうか。 

その意味で，今回震災当時の振り返りをしつつ，その

時の取組や教訓，課題を理解し，引き継ぎ，いま活かせ

ているだろうか，と不安にもなる。当時は当時，現在は

現在と分断し，降りかかってくる緊急時や災害時にまた

同じところに立ち戻って右往左往してしまうのでは意味

がない。 

平常時から効率的かつ付加価値の高い取組を目指し意

識して果敢に進めていく中で，緊急時や災害時の対処に

ついても想定を巡らし，思考と試行，訓練を重ねていく

ことが求められていることを強く感じた。 

 

最後に，東日本大震災による被災から業務再開まで，

そして今日まで，関係機関の皆様から多くの御支援、御

協力をいただいたことに心から感謝いたすとともに，こ

の場をお借りして，改めて御礼申し上げたい。 
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福島県環境創造センターにおける取組について 
 

福島県環境創造センター 

 

 

 

 

1．はじめに 

福島県環境創造センター（以下「当センター」という。）

は，東日本大震災に伴い発生した東京電力福島第一原子

力発電所の事故（以下「1F事故」という。）からの「環

境回復・創造」に向けて取り組む総合的な拠点として，

福島県が設置した地方環境研究所である。 

福島県は，平成23年3月に発生した東日本大震災におい

て，地震や津波による被害だけでなく，1F事故やそれに

伴う風評被害など，未曽有の複合災害に見舞われた。震

災から10年余が経過し，第2期復興・創生期間を迎え被災

地の復興は着実に進んでいる一方，今後も長期にわたっ

て継続が見込まれる廃炉措置や特定復興再生拠点区域の

避難指示解除に伴う住民帰還に関する課題等取り組むべ

き課題が山積みの状況にある。 

当センターは，平成27年の開所当初から1F事故からの

環境回復・環境創造と，安心して快適に暮らせる環境づ

くりに向けた各種取組を進めているところである。 

本稿では，当センターの環境回復・環境創造に関する

取組を紹介する。 

 

2．福島県における東日本大震災の被害状況 

平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋

沖地震において，福島県では最大震度6強の地震や沿岸部

での津波が発生し，死者4,162人，全壊15,435棟，半壊

82,783棟などの多大な被害が生じた1)。また，1F事故によ

って大量の放射性物質が放出されたことから，平成23年3

月11日の地震発生直後には，原子力緊急事態宣言が発令

され，当初は東京電力福島第一原子力発電所から半径2km

圏内に避難指示が出された。その後，避難指示は、半径

3km圏内，半径10km圏内，半径20km圏内と短期間に拡大さ

れ，また，東京電力福島第二原子力発電所の半径10km圏

内にも避難指示が出された。 

平成23年4月22日時点の避難指示区域の概念図を図1に

示す。警戒区域は東京電力福島第一原子力発電所から半

径20km圏内に設定され，計画的避難区域として，飯舘村

全域，浪江町，葛尾村，南相馬市,川俣町の一部が設定さ

れた。これら警戒区域及び計画的避難区域内の住民は，

区域外に避難することとなった。 

警戒区域や計画的避難区域は，帰還困難区域を含む区

分へ見直しが行われた後，段階的に縮小され，現在では，

一部の帰還困難区域を除き全て解除されている。 

現在の県内における避難指示区域の概念図を図2に示

す。令和3年11月現在，帰還困難区域は南相馬市，大熊町，

双葉町，富岡町，浪江町，葛尾村，飯舘村に残っている。

帰還困難区域の一部では，特定復興再生拠点区域を定め，

住民の帰還環境の整備に向けた取組が進められているが，

手がつけられていない区域も多く残されている。令和3

年11月現在，東日本大震災に伴う福島県からの避難者は，

1F事故による避難も含め県内，県外含め34,650人となっ

ている1)。 

1F事故以降の県内の空間線量率の変化を図3に示す。1F

事故前の県内の空間線量率はおよそ0.02～0.13µSv/h5)

であったが，1F事故後平成23年4月の空間線量率は，東京

電力福島第一原子力発電所周辺だけでなく県の中央部で

ある中通り地方においても1µSv/hを超える地点が見られ

た。1F事故後，放射性物質による人の健康や生活環境に

及ぼす影響を低減するため，国や市町村による面的除染

が行われた。その効果もあり，1F事故からおよそ10年が

経過した令和3年4月の空間線量率は，県内の多くの地点

で1F事故前と同程度となっている。一方，東京電力福島

第一原子力発電所の周辺や帰還困難区域の一部では未だ

空間線量率が高い地点が残っている。 

 

3．環境創造センターの概要 

当センターは，東日本大震災から4年後の平成27年に本

館が竣工し，調査研究やモニタリング業務を開始した。

施設の位置及び外観を図4に示す。 

主に福島県職員が勤務している地上2階建ての本館に

は，1階に土壌や海水等の放射性セシウムやストロンチウ

ム等の測定設備，2階に重金属等の有害物質等の分析設備

など最新の分析機器を有している。本館に隣接する交流

棟（愛称：コミュタン福島）には，体験型の展示施設や

全球型ドームシアターを有しており，来館者は福島の現

状や放射線について学習することができる。 

また，福島県は日本原子力研究開発機構(JAEA)及び国

立環境研究所(NIES)と「環境創造センターにおける連携 
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図1 避難指示区域の概念図（平成23年4月22日時点）2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 福島県の空間線量率の変化4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 避難指示区域の概念図（令和2年3月10日時点）3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 環境創造センターの位置及び外観 

 

協力に関する基本協定」を平成27年4月に締結した6)。こ

の協定に基づき，県，JAEA，NIESは緊密に連携・協力し

て，県内の環境回復・創造の取組を進めている。JAEA及

びNIESは本館に隣接する研究棟でこれらの課題解決に向

けて研究に取り組んでいる。 

3機関が連携・協力して取り組んでいる内容は，大きく

4つの事業に区分される。1つ目の「モニタリング事業」

は，県内各地の空間線量率や放射性物質，一般環境中の

有害物質等の継続的な監視である。2つ目の「調査・研究

事業」では，「放射線計測」，「除染・廃棄物」，「環

野生生物共生センター 
福島支所 

環境放射線センター 

猪苗代水環境センター 

環境創造センター 

研究棟 本館 

交流棟 
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境動態」及び「環境創造」の4つの分野で環境回復・創造

のための研究を進めている。また，平成24年に国際原子

力機関（IAEA）と福島県の間で「放射線モニタリング及

び除染の分野における協力覚書」7)を締結し， IAEAの協

力を得ながら研究を進めている。3つ目の「情報収集・発

信事業」では，モニタリング事業や調査・研究事業で得

られた成果等の情報を発信している。4つ目の「教育・研

修・交流事業」では，主に小中学生を対象とした放射線

や環境問題に関する支援や育成等を行っている。 

この他，原子力発電所周辺の環境放射能の常時監視を

行う「環境放射線センター」，猪苗代湖における調査研

究等の拠点となる「猪苗代水環境センター」，野生動物

の放射能に関する調査や野生鳥獣保護を行う「野生生物

共生センター」，放射性物質の分析等を行う「福島支所」

等の施設を附設している。 

 

4．福島県環境創造センターにおける取組の概要 

4.1 環境創造センター中長期取組方針 

環境創造センターの事業方針として，1F事故が前例の

ないものであること，事業内容が今後の取り巻く社会情

勢の変化を考慮する必要があることから，10年間（平成

27年度から令和6年度）の環境創造センター中長期取組方

針8)を設定している。中長期取組方針における各フェーズ

の期間を図5に示す。 

 

 

 

 

図5 中長期取組方針における各フェーズの期間 

 

フェーズ1における調査研究では，県内各地の空間線量

率低減のための除染作業の確実な実施や放射性物質に汚

染された廃棄物等の適正処理，放射性物質の環境動態解

明など，環境回復に資する喫緊の課題への対応を優先し

て取り組むこととした。また，フェーズ2における調査研

究では，フェーズ1における成果や環境回復の進展などの

社会情勢等の変化を踏まえ，「環境動態」や「環境創造」

の分野に重きをおいて調査研究を進めている。 

これまでの取組について，モニタリングや調査研究を

中心に紹介する。 

 

4.2 モニタリングに関する取組 

1F事故以降，県民生活の様々な局面での放射性物質に

よる影響の不安や，今後長期間にわたって行われる廃炉

作業に伴う影響の懸念があることから，それらへの対応

が必要とされている。 

そのため，空間線量率や放射性物質に対する継続的な

モニタリングとして，自動車走行モニタリング等や生活

空間を対象とした調査・測定，公共用水域や土壌など様

々な試料を対象に調査・測定等を行っている（図6）。 

また，放射性物質以外の環境調査として，各種計画に

基づき，大気汚染，水質汚濁，騒音・振動，廃棄物，化

学物質等に関する調査も行っている。 

これらの測定結果は，福島県のHPで随時公表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 放射性物質の測定の様子 

 

4.3 調査研究に関する取組 

4.3.1 放射線計測に関する調査研究 

1F事故によって環境中に放出された放射性物質による

汚染状況や，廃炉作業等が周辺環境に与える影響を迅速

かつ正確に把握するため，操作が複雑で時間を要する放

射性物質の分析方法の簡易・迅速化等に関する研究が必

要となった。また、最近では、政府によるALPS処理水の

海洋放出の方針決定を受け、正確かつ迅速なトリチウム

分析技術の重要性が増している。 

これらの課題に対応するため，ICP-MSを使用したスト

ロンチウム-90分析法や，電解濃縮装置（図7）を用いた

トリチウム分析法及び有機結合型トリチウム（OBT）分析

法の導入検討を行い，運用を可能とした。海水中のトリ

チウム濃度は電解濃縮装置を用いることにより，検出限

界値0.031Bq/Lを達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 トリチウム電解濃縮装置 

フェーズ3 

（R4～R6） 

中長期取組方針（10年間）） 

フェーズ2 

（H31～R3） 
フェーズ１ 

（H27～H30） 
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また，森林など広範囲を対象とした空間線量率を測定

するため，移動しながら位置情報とともに放射線に関す

る情報を測定するシステムであるKURAMA-Ⅱ9)をベースと

したGPS歩行サーベイ技術を開発した。GPS歩行サーベイ

のイメージを図8に示す。開発した機器は国の「里山再生

モデル事業」における空間線量率測定に活用された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8 GPS歩行サーベイのイメージ 

 

4.3.2 除染・廃棄物に関する調査研究 

県内各地で行われた除染作業により，空間線量率の低

減が図られたが，除染作業後にその効果が持続している

のか，大雨等の影響による再汚染はないのかなどの不安

解消を図る必要があった。 

これらの対応の一つとして，過去に除染が行われた河

川公園の空間線量率を継続して調査し，除染の効果が継

続していることを確認した。また，令和元年東日本台風

通過後でも，河川の氾濫等に伴う空間線量率の上昇は認

められなかった（図9）。 

1F事故によって飛散した放射性セシウムを含む廃棄物

を焼却処理した場合，放射性セシウムは主灰と飛灰に分

配される。特に飛灰に含まれる放射性セシウムは水との

接触で溶出しやすいことから，埋立処分後に水と接触し

環境中に溶出することなどが懸念された。 

課題に対応するため，放射性セシウムを含む飛灰から

の放射性セシウムの溶出特性の把握やゼオライトを活用

した溶出抑制効果の検証に取り組んだ。飛灰にゼオライ

トを添加した場合の放射性セシウム溶出結果を図10に示

す。調査の結果，飛灰にゼオライトを重量比5％から20

％添加・混練することが，放射性セシウム溶出抑制に有

効であることを明らかにした11)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9 除染後の河川公園の空間線量率の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10 ゼオライト添加による放射性セシウムの 

    溶出抑制 

 

2018年1月31日測定 

平均：0.30 µSv/h 

– 0.05 

 0.05 – 0.1 
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  0.5 – 0.8 

空間線量率（µSv/h） 

令和元年東日本台風 

2019年10月17日測定 

平均：0.20 µSv/h 

（国土地理院地図を加工） 

 

歩行サーベイによる測定イメージ 

結果を可視化 

復興庁HPより10) 

測定器 

測定結果のイメージ 
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4.3.3 環境動態に関する調査研究 

河川や湖沼といった水域は水道水や農業用水等に広く

利用されるため，放射性物質の移行挙動を把握すること

が，住民生活や事業活動にとって重要である。そのため，

河川等における放射性物質の移行調査を実施し，流出特

性の検証や将来予測等に取り組んでいる。 

県内における調査地点を図11，河川中の放射性セシウ

ム濃度変化を図12に示す。河川水中の放射性セシウム濃

度は，いずれもセシウム137の半減期よりも非常に速く低

下する傾向を示した12) 。さらに、その低下速度には流域

内の水田や畑といった土地利用状況が影響を及ぼすこと

が示唆された13) 。 

警戒区域内で発生した山林火災の際には，その影響に

よって放射性セシウムの流出等が懸念されたため，周辺

環境の調査を行った。その結果，火災が発生した森林か

ら河川へ放射性セシウムの流出状況に大きな変化は確認

されなかった。 

また，福島県内では放射性物質の影響から，イノシシ

やツキノワグマ等の野生鳥獣の肉の摂取及び出荷の制限

が出されている。これらの出荷制限の解除の判断に寄与

するため，イノシシ等の体内の放射性物質の挙動につい

ての研究も実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 河川調査の調査地点 
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図12 河川中の放射性セシウム濃度の変化 

（プロット番号は図11の調査地点に対応） 



 

＜特集＞東日本大震災から10年を経過して～国環研及び被災3県の環境研の取組～ 

167 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.46 No.4（2021） 

28 
 

4.3.4 環境創造に関する調査研究 

全国で4番目に広い湖14)である猪苗代湖は，水力発電，

農業用水及び水道水として利用されており，また観光地

としても親しまれるなど，福島県にとって重要な水資源

・観光資源である。また，化学的酸素要求量（COD）の年

間平均値が，平成14年度から17年度まで4年連続で日本一

となる水質を示していた15-18)。しかし，近年では，湖水

が中性化し，猪苗代湖特有の自然浄化機能が低下してCOD

が上昇傾向にあるなど，水環境保全対策が課題となって

いる。 

このため，猪苗代湖の水質改善に向けた水質の実態把

握のための調査や水質シミュレーションモデルの構築な

どの取組を進めている。 

その結果，湖水中の溶存有機物は，流入する河川水と

比較して構成成分が大きく異なり，藻類由来成分が多く

含まれることを明らかにした。また，水質の将来予測に

向けた，湖水流動モデルと粒子追跡計算モデルを構築し

た。モデルのイメージを図14に示す。 

また，「環境創造」に関する研究として，県民の不安

の要因分析や環境啓発の普及促進等を目的とした効果的

な情報発信に関する研究も行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図13 猪苗代湖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図14 猪苗代湖の湖水流動モデルと 

       粒子追跡計算モデル 

 

5．おわりに 

東日本大震災から10年が経過して，帰還困難区域を除

く県内の面的除染の終了などをはじめとし，着実に復興

が進んでいる。一方，県内における廃炉作業は継続中で

あり，未だ帰還困難区域が残っている等，福島県の復興

は道半ばである。 

また，福島県では令和3年2月に「福島県2050年カーボ

ンニュートラル」を宣言したことを踏まえ，2050年まで

の脱炭素社会の実現への取組が重要になるなど，新たな

課題に対応していくことが必要とされている。 

当センターではこれらの課題に対応すべく，県内の環

境回復と環境創造に引き続き取り組んでいく。 

最後になりますが，東日本大震災の復興支援のため，

本県に職員を派遣していただいている自治体各位に改め

て感謝申し上げます。 
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＊Water quality survey of inflow rivers at Lake Inawashiro 
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＜報 文＞ 

 

猪苗代湖流入河川の水質調査について＊  
 

 

田村浩信**・丹野明子**・落合孝浩** 

 

キーワード ①猪苗代湖 ②COD汚濁負荷量 ③大腸菌群数 ④大腸菌数   

 

要   旨 

 近年におけるpH中性化，大腸菌群数の環境基準値超過やCODの上昇がみられる猪苗代湖の水質について，郡山市から流

入する河川が湖水の水質に与える影響を把握するために，大腸菌群数やCOD等の継続調査を実施した。その結果，流入河

川の流量と各測定値から算出したCOD汚濁負荷量や流入大腸菌（群）数に関しては，猪苗代湖の水質に影響を及ぼす顕著

な変化は確認できなかった。また，各河川の流域等も含めた一斉調査を実施することにより，流域毎の傾向や差異も確

認できた。 

 

 

 

1．はじめに 

猪苗代湖は，福島県のほぼ中央に位置し，郡山市，会

津若松市，猪苗代町にまたがる湖である。1990年頃まで

は湖心のpHが5.0程度の酸性湖であったが，近年はpH6.8

程度と中性化が進行している1)。中性化に伴い，大腸菌群

数やCODの上昇などが見られ，水質の悪化が懸念されてい

る2)。猪苗代湖の水質に影響を及ぼす流入水については，

酸性河川である長瀬川が大部分を占め，安達太良山や磐

梯山周辺からの河川の硫酸イオンや金属イオン等の濃度

変化が，猪苗代湖の水質に影響を及ぼしているのではな

いかと考えられている3),4)。郡山市からは，舟津川や菅川，

常夏川などの中小河川が流入している。流域では集落が

形成され農業や工業も行われていることから，郡山市で

は，猪苗代湖の水質保全に向けた特定環境保全公共下水

道の整備など，環境負荷の低減に向けた取り組みが進め

られている。本調査は，郡山市から猪苗代湖へ流入する

河川の大腸菌群やCOD等を継続的に調査し，その影響を把

握することを目的に実施した。 

 

2．調査 

2.1 調査地点 

郡山市域から猪苗代湖に流入する18河川について，河

口等の湖水流入前の最下流地点付近を調査地点として調

査を行った。ただし，河川の規模及び集落等の分布状況 

から流域の影響を調査するために，河川によっては，上 

流に1～3箇所程度追加し，全調査地点数を27地点とした。

調査河川と地点については，表1及び図1のとおりである。 

表1 調査地点一覧 

地点 

No 
 調査河川（地点）名  

流域 

調査 

１  加賀浜地区水路   

２  町ケ小屋川   

３  大沢川   

４  浜路川   

５  荒砥川   

６  愛宕川   

７  館川   

８  舟津浜水路   

９  幹道川   

１０  舟津川（舟津橋）  下流 

１１  〃  （中地川合流後）  ↑ 

１２  中地川（中川合流前）  ↑ 

１３  舟津川（仲井橋）  上流 

１４  小磯川   

１５  中ノ沢地区水路   

１６  中ノ沢川   

１７  鬼沼川   

１８  仲川（河口）  下流 

１９  〃 （福良地区下流）  ↑ 

２０  外出川（仲川合流前）  上流 

２１  菅川（三浜橋）  下流 

２２  〃 （菅川橋）  上流 

２３  常夏川（大作橋）  下流 

２４  〃  （日向川合流前）  ↑ 

２５  〃  （常夏川橋）  ↑ 

２６  日向川（常夏川合流前）  上流 

２７  小倉沢川   

  :流域調査実施   
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図1 調査地点 

 

2.2 調査期間 

調査期間は，大腸菌群数の環境基準値超過継続が確認

され，その影響を調査するために実施した2009～13年

（前期調査）及びその経年推移を確認するために実施し

た2018～20年（後期調査）であり，また，調査時期は秋

季から冬季にかけ，10～12月に行った（表2）。 

表2 調査実施日 

前期調査 後期調査 

2009年11月16日 2018年11月12日 

2010年10月26日 2019年12月 9日 

2011年10月 4日 2020年11月17日 

2012年11月28日  

2013年10月10日  

 

2.3 調査項目 

流量，pH，COD，大腸菌群数，大腸菌数 

 

2.4 調査方法 

環境庁告示59号（環境庁，昭和46年12月28日）及び日

本工業規格に定める方法で行った。大腸菌群数の告示法

はBGLB最確数法（以下「BGLB法」という。）であるが，

検体数を考慮し，コリラートQTトレイ（アイデックスラ

ボラトリーズ）を用いた特定酵素基質培地法（以下

「ONPG-MUG法」という。）により行い，併せて大腸菌数

の測定も行った。なお，大腸菌群数におけるBGLB法と

ONPG-MUG法に関しては，両調査方法を用いた同時測定を

行う報告もされており5)，本調査でも両法の相関性を確

認した。 

 

3．結果と考察 

3.1 流量 

流入河川の流量に関しては，調査期間を通じて河川毎

の流量割合に大きな変化はなく，東部地区を流下する舟

津川，館川，幹道川及び舟津浜水路と西部地区を流下す

る菅川，常夏川及び仲川でおよそ90％以上の流量があり

（2020年調査結果，表3），全河川に占めるCOD汚濁負荷

量や流入大腸菌群数等の割合も大きいことから，以下こ

れらの主要河川を中心に調査結果を考察する。なお，

2018年の仲川と2019年の菅川は最下流地点での流速が測

定できなかったため，河川流量としては上流部である

No.19およびNo.22の測定値を用いた。 

表3 流量割合（2020年） 

地区名 河川名（地点） 流量割合 

東部 舟津川(⑩⑪⑫⑬) 17％ 

 館川(⑦) 5％ 

 幹道川(⑨) 3％ 

 舟津浜水路(⑧)  2％ 

西部 常夏川(㉓㉔㉕㉖) 42％ 

 菅川(㉑㉒) 23％ 

 仲川(⑱⑲⑳)  5％ 

その他 (①②③④⑤⑥⑭⑮⑯⑰㉗) 3％ 

 

3.2 pH 

全流入河川のpH平均値の経年変化を図2に示す。平均

値は河川流量を考慮し，加重平均を用いた。猪苗代湖の

湖心のpHは，近年6.8程度であるが1)，流入河川について

は，2013年に7.5程度とやや上昇したものの，調査期間

を通じて7.2前後の中性領域でほぼ横ばいである。ま

た，東部地区の河川がやや高めの傾向はあるが，地区に

よる大きな差異もなく，湖水の水質に影響を及ぼすよう

な変化も確認できなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 pHの推移 
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3.3 COD汚濁負荷量 

河川については，通常汚濁の指標としてBODが用いら

れるが，猪苗代湖は湖沼のCODで評価しており，測定の

迅速性も考慮し，本調査はCODを用いた。全河川のCOD汚

濁負荷量（kg/日）の経年変化を図3で示す。全体の傾向

としては大きな変動はなく，地区別では，東部地区と西

部地区の割合はほぼ等しく推移してきたが，2020年は西

部地区の負荷量の割合が大きく増加している。これは，

調査時における東部地区の河川流量減少と西部地区の流

量増加の影響と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 全河川のCOD汚濁負荷量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 各河川のCOD汚濁負荷量の推移 

(a)東部地区，(b)西部地区 

河川毎の経年変化については（図4），東部地区の河

川では流量及び負荷の大きい舟津川は減少傾向にある

が，その他の河川では流量は少ないものの，COD濃度が

3.0mg/L前後と比較的高い値で推移している舟津浜水路

をはじめ，ほぼ横ばいとなっている。西部地区の河川に

ついてもほぼ横ばいであるが，2020年調査では, 常夏川

及び菅川で負荷量が増加している。これは，流量割合が

高い常夏川では例年よりもさらに流量が，菅川では流量

及びCOD濃度がそれぞれ増加したことによる。 

 

3.4 流入大腸菌群数 

本調査の大腸菌群数測定で用いたONPG-MUG法について

は，2016年6月から2019年2月まで，2か月毎に実施して

いる，舟津川，菅川及び常夏川における定期調査で告示

法であるBGLB法と同時に測定を行い，それらの結果から

相関性を調べた。その結果は図5に示すように，両調査

方法に正の相関性があることが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 BGLB法とONPG-MUG法の相関関係 

 

全河川の流入大腸菌群数（大腸菌群数（MPN/100mL）

×流量（m3/日））の経年変化であるが，結果を図6に示

す。大腸菌群数に関しては，湖心の調査において環境基

準値超過が継続している状況であるが1)，本調査におけ

る流入大腸菌群数は，2013年のような変動はあるもの

の，調査開始時の2009年と比較して減少傾向がみられ

る。また，地区別は，調査年により若干の差はあるが，

東部地区と西部地区の割合はほぼ等しい。河川毎の経年

変化については（図7），東部地区の河川では流量が多

く，流入大腸菌群数も高い値を示す舟津川は，CODと同

様に減少傾向にあり，他の小河川は年による増減は多少

みられるが大きな変動はない。西部地区の河川では，

2013年常夏川で高い値が見られたが，各河川とも横ばい

傾向となっている。 
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図6 全河川の流入大腸菌群数の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 各河川の流入大腸菌群数の推移 

(a)東部地区，(b)西部地区 

 
3.5 流入大腸菌数 

全河川の流入大腸菌数（大腸菌数（MPN/100mL）×流

量（m3/日））の経年変化（図8）は，前期調査では，菅

川の大腸菌数が1200MPN/mLと高い値を示した2012年を除

き，減少傾向であったが，後期調査になり増加傾向もみ

られる。また，地区毎の割合は，西部地区が常に高い傾

向を示している。河川毎の経年変化については，東部地

区の河川では（図9），舟津川は，調査期間を通して大

腸菌数が10MPN/100mL程度であり，流入大腸菌数も低い

傾向を示している。その他の河川では，舟津浜水路で 

2019年に460MPN/100ｍLと他の河川に比べ高い値を示す

こともあるが，西部地区と比較し流入大腸菌数の割合は

低い。西部地区の河川では，菅川において大きく上昇し

た2012年を除くと，前期調査では減少傾向もみられたも

のの，後期調査では流入大腸菌数は若干の増加傾向もみ

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8 全河川の流入大腸菌数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9 各河川の流入大腸菌数の推移 

(a)東部地区，(b)西部地区 
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3.6 流域調査結果 

汚濁負荷量が比較的大きい，舟津川，仲川，菅川及び

常夏川について，流域の影響を調べるために，それぞれ

の河川の河口から上流にかけ複数地点調査を実施した。

それぞれの河川の測定地点は，表1及び図1に示すとおり

であるが，汚濁の指標として，地点毎のCOD，大腸菌群

数及び大腸菌数について，調査期間を通しての平均値を

用いて比較した。なお，大腸菌群数と大腸菌数について

は，値の変動が大きいため，幾何平均値を用いた。 

CODについて，調査結果を図10に示す。舟津川と菅川

は下流から上流まで低い濃度範囲にある。仲川では，中

流での流入河川の外出川が3.3mg/Lであり，上流から下

流にかけて流域全体で濃度が高い傾向がみられる。常夏

川では，下流の流入河川である日向川が2.4mg/Lであ

り，合流後の下流の濃度上昇も確認される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10 流域調査（COD） 

 

大腸菌群数（図11）は，舟津川では中流でやや上昇し

ているが，下流では2000MPN/100mL以下と低い。仲川

は，中流で14000MPN/100mL，流入河川の外出川を含め高

い。菅川と常夏川ともに下流で2900～3000MPN/100mL程

度であるが，菅川上流及び常夏川流入河川である日向川

は5000MPN/100mL程度でやや高くなっている。 

大腸菌数（図12）は，舟津川は測定した全流域で

20MPN/100mL以下と低い値を示している。仲川，菅川及

び常夏川では，下流で70～100MPN/100mLの範囲内であ

る。なお，仲川の中流で400MPN/100mL程度，菅川の上流

で200MPN/100mL程度とやや高い値が確認されている。 

また，大腸菌数の大腸菌群数の占める割合については

表3に示すとおり0.4～4.0％と低く，流入河川の大腸菌

群数は，主に土壌等自然由来の割合が大きいと推察され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 流域調査結果（大腸菌群数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12 流域調査結果（大腸菌数） 

 

表3 大腸菌群数に占める大腸菌数の比（％） 

河川名 
地点身名 大腸菌数/ 

大腸菌群数 

舟津川 舟津橋 0.4 

 中地川合流後 0.4 

 中地川（中川合流前） 0.4 

 仲井橋 1.0 

仲川 河口 1.0 

 福良地区下流 2.6 

 外出川 1.7 

菅川 三浜橋 2.9 

 菅川橋 4.0 

常夏川 大作橋 2.4 

 日向川豪雨流前 2.3 

 常夏橋 0.7 

 日向川 0.7 

 

4．まとめ 

2009年より郡山市における猪苗代湖流入河川の水質の

継続調査を実施し，以下の知見を得た。 

・ COD汚濁負荷量及び流入大腸菌群数に関しては，調

査開始時の2009年と比較するとゆるやかに減少してい

たが，近年はほぼ横ばいの傾向にある。ただし，直近
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の調査で西部地区の負荷量が増加していたため注視す

る必要がある。 

・ 流入大腸菌数に関しては，同じく2009年から2013年

頃まで減少傾向で，近年ではわずかな増加傾向もみら

れる。 

・ 流域調査結果では，仲川等西部地区河川について

は，COD，大腸菌群数及び大腸菌数それぞれの項目

で，河口から上流にかけて高くなる傾向を示してお

り，流域の集落排水等の影響も考えられる。また，大

腸菌群数に対する大腸菌数の割合は0.4～4.0％と十分

低く，大腸菌群数は主に土壌等自然由来の汚染の割合

が大きいと推察される。 

なお，生活環境項目環境基準としての大腸菌群数に関

しては，環境省においてよりふん便汚染の指標性が高い

大腸菌数に見直す方向で検討が行われ6)，今般，新たな

衛生微生物指標として大腸菌数へ見直されたところであ

る7)。 

今回の調査期間では，各調査項目とも猪苗代湖の水質

に影響を及ぼしていると思われる顕著な水質変化は確認

できなかった。今後は，猪苗代湖の大腸菌数の水質調査 

結果にも注視しつつ，流入河川水質との関連性について 

も引き続き調査が必要と考える。 
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＜報 文＞                            

 

京都府における微小粒子状物質（PM2.5）質量濃度＊ 
 

 

木﨑 利＊＊・高倉 尚枝＊＊・近藤 博文＊＊ 

 

キーワード ①PM2.5 ②越境大気汚染 ③COVID-19 

 

要   旨 

 京都府では2009年から自動測定機による微小粒子状物質（PM2.5）質量濃度測定を実施している。2012年度から2020年

度（2012年4月1日から2021年3月31日）に京都市を除く京都府内18測定局で測定したPM2.5質量濃度は，全般的に漸減傾向

にあった。日平均が短期基準の35µg/m3を超過した日数等は2016年まで減少傾向で，その後は横ばいで推移していた。月

平均値が全ての測定局間で高い相関を示すことから広域的な汚染の影響が大きいと考えられた。2020年1月以降の新型コ

ロナウイルス感染症（COVID-19）感染拡大対応に伴う経済活動の変化は，大気質に影響を与えたと考えられる。2015年

から2020年の各年の1月から6月のPM2.5質量濃度を比較すると，漸減傾向が継続する中で2019年から2020年にかけて急減

している局があり，国内外でのCOVID-19感染拡大対応の影響の可能性が考えられた。 

 

 

 

1．はじめに 

京都府では2009年に南部の自動車排ガス測定局である

国道171号局で，次いで2010年から北部の一般環境測定局

である福知山局で自動測定機による微小粒子状物質

（PM2.5）質量濃度の測定を開始した。その後，京都市を

除く京都府内（以下「京都府域」という。）において，

2012年1月に一般環境測定局13局と自動車排ガス測定局2

局に測定機を整備し2021年3月末現在では18局で測定中

である。2012年度（2012年4月1日から2013年3月31日）の

測定結果からは，京都府域のPM2.5質量濃度は広域的な汚

染の影響が大きいと考えられた1)。全国におけるPM2.5質量

濃度は2013年以降緩やかな減少傾向にあり，国外では中

国の年平均濃度は低下傾向，韓国は近年横ばいの傾向に

あるとされている2)。この変化は国内及び国外とも人為的

発生源の影響が低下する一方で，気象や火山噴煙の影響

は継続しているためと考えられている3)4)。 

2020年はじめ以降，新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）感染拡大対応として国内外において都市封鎖や外出

禁止ないし自粛，学校の一斉休校といった措置がとられ

た。これらの措置は夏にかけて緩和されたが，措置に伴

う経済活動の変化が大気汚染に影響を与えていた可能性

が考えられた5)。 

本報では京都府域がほぼ現在の監視体制となった2012

年4月から9年間の測定結果から地域特性や経年変化につ 

いて検討したほか，COVID-19感染拡大対応の影響につい

て検討した。 

 

2．調査方法 

測定局の位置等を表1及び図1に示す。調査期間は2012 

  

表1 調査地点一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜報文＞ 京都府における微小粒子状物質（PM2.5）質量濃度 

176 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.46 No.4（2021） 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 調査地点（国土地理院，地理院地図を加工） 

 

年4月から2021年3月までとした。PM2.5質量濃度は環境省

が標準測定法と等価性を有すると認めた自動測定機で測

定した。PM2.5質量濃度の各種測定結果は京都府大気汚染

常時監視テレメータシステムによる値を用いた。測定日

数が21日未満の月の月平均値及び測定日数が250日未満

の年の年平均値は「データなし（欠測）」とした。 

 

3．結果と考察 

3.1 測定結果の概要 

 

 

月平均値から求めた測定局間の相関係数を表2に示

す。最小は0.63，最大は0.97，すべての組合せの平均は

0.88であった。近接した測定局間はもとより府最南部の

木津局と北部の綾部局といった100km近く離れた測定局

間でも相関係数が0.9以上となる組合せも多数見られる

など全般的に相関係数が高くなった。これは2012年度の

日平均値から求めた各測定局間の相関係数と同様であっ

た1)。2013年4月以降も2012年度と同様に京都府域のPM2.5

質量濃度は広域的な汚染の影響が大きい状況が継続して

いると考えられた。2012年度の日平均値で求めた結果で

は亀岡以南の7つの一般環境測定局間の相関が高かった

が，今回求めた結果では亀岡以南の10測定局の相関は国

道1号局，久御山局，精華局の3測定局については若干低

かった。これら3測定局は，立地状況から地域的な人為

汚染の影響が他と異なる可能性が考えられた。局ごとの

相関係数の平均値が全局の平均値を下回ったのは国道1

号局，久御山局，精華局，宮津局，東舞鶴局及び京丹後

局の6測定局であった。東舞鶴局，宮津局及び京丹後局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 年平均値の推移 

 



 

＜報文＞ 京都府における微小粒子状物質（PM2.5）質量濃度 

177 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.46 No.4（2021） 

38 

は全て府北部に位置し他局と距離があるため相関が低く

なったと考えられた。日最大値が短期基準の35µg/m3を

超えた日の延べ日数（全測定局の合計日数）の推移を表

3に示す。2012年度は他の年度より欠測の局が多いこと

を勘案すると，2016年度頃から減少傾向が横ばい傾向に

変わったと考えられた。季節的な変動は6月を除く2月～

8月の日数が多かった。これらは全国の結果と同様で2)，

大陸起源の汚染物質の飛来や日照による二次生成粒子生

成が盛んとなる状況が生じやすいためと思われた。 

2012年度以降の濃度の推移について，近接する測定局

間の相関が高いことから向陽局，久御山局，木津，福知

山局及び京丹後局の5局を代表地点として検討する。5局

の年平均値の推移を図2に示す。一様な減少ではないが 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 毎月の日平均の最高値の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漸減傾向であった。月平均値は春夏に高く秋冬に低下す

る変動を繰り返しつつ漸減傾向が継続していた。毎月の

日平均の最高値の推移を図3に示す。年平均や月平均の

推移のような漸減傾向はみられなかった。毎月の日平均

の最高値及び日平均値が35µg/m3を超えた日数といっ

た，質量濃度の高値の出現状況に関係する指標は，人為

汚染の影響のほか黄砂や火山噴煙といった自然現象の影

響も受けることから，横ばい傾向になっていると考えら

れた。 

 

3.2 COVID-19感染拡大対応の影響 

2019年12月末頃の中国武漢市を発端とするCOVID-19感

染拡大に対応するため中国では2021年1月下旬から4月末

頃まで厳しい都市封鎖等の対応がとられた。日本でも3

月に入って催事の開催自粛や学校の休校，テレワーク等

による外出抑制の要請といった感染拡大対応措置がとら

れ，さらに4月7日から5月25日まで最初の緊急事態宣言

が発出された。これらによる国内外の経済活動の変化が

大気質に影響を与えた可能性がある。 

2015～2020年の毎年の1～6月の時間値から求めた中央

値，第1･3四分値，平均値の推移を図4に示す。5局とも平

均値が中央値より高値であった。出現頻度の低い高値の

影響で平均値が中央値を上回っていると思われた。また

5局とも6年間で漸減傾向が続いていた。木津局及び京丹 
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後局では直近の2019年から2020年にかけて急減していた

が，久御山局では減少の度合いに著変はなく，向陽局及

び福知山局では両者の中間的な推移であった。 

平均値等の推移が類似していることから向陽局，久御

山局及び京丹後局の3局について2015～2020年の毎年の1

～6月の時間値から作成したヒストグラムを図5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 直近6年間の時間値の出現頻度の推移 

 

ヒストグラムの階層は10のn/5乗を丸めた値とした。年を

経るごとに3局とも低濃度側の出現頻度が高くなってい

たが，変化の様子には差が見られた。向陽局では6年間で

15µg/m3超の階層が減少し，10～15µg/m3の階層は横ばいで

10µg/m3以下の頻度は増加していた。直近1年間では，2019

年まで横ばい気味であった25～35µg/m3の階層が減少し，

同じく横ばいであった3.5µg/m3以下の階層が増加してい

た。久御山局では6年間で15µg/m3超の階層が減少し

15µg/m3以下の階層が増加していた。2019年から2020年に

かけての変化は2019年までと同様の傾向だった。京丹後

局では6年間で10µg/m3超の階層の頻度が減少し10µg/m3以

下の頻度が増加していた。直近1年間では2019年まで増加

していた6～10µg/m3の階層が横ばいとなり，横ばいだっ

た3.5µg/m3以下の頻度が急増していた。京丹後局では

2019年から2020年にかけて，それ以前と比べて大きく低

濃度域の頻度が増加していたが，久御山局では2019年か

ら2020年にかけての変化と2019年以前の変化に大きな違

いはなく，向陽局は中間的な推移であった。 

長崎県福江島での観測では，2020年2月から4月はPM2.5

質量濃度等が過去と比べて減少しており，中国から日本

へ越境輸送される大気汚染物質の濃度が減少したと推測

され，その要因のひとつとしてCOVID-19感染拡大対策の

影響が考えられている5)。京丹後局は日本海沿岸部に所在

し， 地域の人為汚染は少ないと考えられる。京丹後局の

2020年前半のPM2.5質量濃度の急減は，中国から越境輸送

される大気汚染物質の濃度の減少の影響と推測され，そ

の要因のひとつとしてCOVID-19感染拡大対策の影響が考

えられた。これに対し向陽局や久御山局は地域の人為汚

染の影響が少なくないと推測され，これらの地域の2020

年前半の人為汚染は，2019年の同時期と比較して大きな

変化はなかったことを示唆するものと考えられた。 
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境学会誌，55，(6)，248-255，2020 
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27ptあき 

要   旨 

 県中央部に位置する西条と県西部沿岸の大竹でPM2.5を採取し，2地点間の成分分析結果を比較した。西条では自動車に

よる影響を示すアンチモン（Sb），亜鉛（Zn）及び元素状炭素（EC）の濃度が高く，自動車による影響をより強く受けて

いると推測された。大竹では，重油燃焼の影響を示すニッケル（Ni）及びバナジウム（V）の濃度が高く，重油燃焼の影響

をより強く受けていると推測された。また，高濃度日では，二酸化硫黄（SO2）濃度が高くなっており，気象データ等を用

いて解析した結果，火山由来のSO2を含んだ気塊が移流してきたものと示唆された。 

12ptあき（３行分１行目） 

12ptあき（３行分２行目） 

12ptあき（３行分３行目） 

1．はじめに 

わが国では2009年に微小粒子状物質（PM2.5）に対する

大気環境基準（年平均値15µg/m3以下かつ日平均値35µg/m3

以下）が設定され，2019年では，1000か所以上でPM2.5の

常時監視が実施されるなど，汚染状況の把握が進められ

ている。 

近年，大陸由来の影響が減少してきたことにより，環

境基準達成率の改善が見られているが，依然として環境

基準未達成の地点も存在しており，瀬戸内海周辺のPM2.5

濃度は高い傾向がある1),2)。今後も，大陸由来の影響が減

少し，PM2.5の濃度上昇の要因として国内発生源由来の影

響が相対的に大きくなると考えられ， PM2.5に対する施策

を検討する上で，地域ごとのPM2.5の特徴を把握しておく

ことは重要である。本県では，2013年度（平成25年度）

からPM2.5の成分分析を行ってきたが，県内1か所での測定

にとどまっており，地域ごとの特徴を把握できてはいな

かった。 

そこで本研究では，広島県における一般環境の代表地

点として，県中央部の西条盆地市街地に位置する東広島

市の西条小学校（以下，「西条」という。）と県西部沿

岸の工業地域に隣接する大竹油見公園（以下，「大竹」

という。）でPM2.5を採取し，成分分析を実施した。また，

西条，大竹の2地点における発生源寄与率を推定すること

で，地域間の発生源寄与の差を評価した。 

 

 

 

さらに，調査期間中の高濃度要因についても考察した

ので報告する。 

15pt 

2. 研究内容及び方法 

2.1 PM2.5の採取地点及び採取方法 

 調査は2019年7月18日から8月1日にかけて，西条と大竹

で実施した。調査地点を図1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西条のPM2.5は，PM2.5インパクタ（東京ダイレック，NL-

20-2.5A,20L/min）を用いたフィルターパック法4)により

採取した。ただし，今回の採取では，ガス成分は捕集対

象としなかった。西条のイオン成分及び無機元素分析用

のフィルターはPTFEフィルター（ADVANTEC，T080A47A）

を使用した。 

 

 

 

図1 調査地点 
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大竹のPM2.5は大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分測定

マニュアル3)に準拠し，大気用ローボリュームサンプラー

（ThermoScientific，FRM2000）により採取した。大竹の

イオン成分及び無機元素分析用のフィルターはPTFEフィ

ルター（Pall，Teflo 2.0µm 47㎜）を使用した。 

炭素成分分析用として，両地点で石英フィルター（東

京ダイレック，2500QAT-UP）を用いた。PM2.5インパクタ

用の衝突ろ紙として石英フィルター（東京ダイレック，

2500QAT-UP）を用いた。なお，採取用の石英フィルター

は，事前に350℃で1時間焼き出しを行った。 

 

2.2 成分分析 

採取したPM2.5は大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分測

定マニュアル3)に準じて分析した。西条の炭素成分につい

ては，大阪市立環境科学研究センターに分析を依頼した。 

 

2.2.1 質量濃度 

質量濃度は，自動測定装置（東亜DKK，FPM-377）の1時

間値を用い，24時間の平均値を算出した。 

 

2.2.2 イオン成分 

イオンクロマトグラフ（Metrohm，IC-850）により，以

下のイオン成分を測定した。 

 

陰イオン：Cl-，NO3
-,SO4

2- 

陽イオン：Na+，K+，NH4
+，Mg2+，Ca2+ 

 

2.2.3 無機元素成分 

圧力容器分解装置（MilestoneGeneral，ETHOS EASY）

により酸分解し， ICP質量分析装置（ PerkinElmer, 

NexIon2000）により，以下の31元素を分析した。 

 

Na，Al，K，Ca，Sc，Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，

As，Se，Rb，Mo，Sb，Cs，Ba，La，Ce，Sm，Hf，W，Ta，

Th，Pb，Cd，Be 

 

2.2.4 炭素成分 

熱 分離光学 補正法 による 炭素分析 計（ Sunset 

Laboratory Inc. model4L，IMPROVE法）により，以下の

成分を分析した。 

 

有機炭素（OC） ：OC＝OC1＋OC2＋OC3＋OC4＋OCPyro 

元素状炭素（EC）：EC＝EC1＋EC2＋EC3－OCPyro 

 

炭素成分は分析の測定条件により，いくつかの温度フ

ラクションに分けられる。有機炭素（以下，「OC」とい

う。）はヘリウム雰囲気中120℃（OC1），250℃（OC2），

450℃（OC3），550℃（OC4）で観測される炭素量と光学

補正値（OCPyro）の総和である。元素状炭素（以下，「EC」

という。）は98%ヘリウム＋2%酸素雰囲気中550℃（EC1），

700℃（EC2），800℃（EC3）で観測される炭素量の総和

から光学補正値（OCPyro）を差し引いたものである。 

 

2.3 発生源寄与率及び寄与濃度の推定 

各地点の発生源の特徴を把握するため，PM2.5成分分析

結果をもとに，ケミカルマスバランス法5)（以下，「CMB

法」という。）により，発生源寄与率及び寄与濃度を推

定した。CMB法は，環境データが各種発生源の組み合わせ

によるものと仮定し，発生源の寄与率を推定する方法で

ある。 

計算には統計数理研究所が開発したCMBK v2.16)を使用

し，発生源プロファイルは名古屋市環境科学調査センタ

ー既報7)を引用した。また，西条及び大竹のデータは14日

間の期間平均を算出し，各測定項目について割合データ

に変換した。このとき，マスクロージャーモデルから算

出した質量濃度Mと，自動測定装置の1時間値から算出し

た24時間平均質量濃度Mavg.の比M/ Mavg.が0.5以下，または

2.0以上となる測定データについては除外した。マスクロ

ージャーモデルは，粒子状物質の質量濃度と，いくつか

の主要成分との関係を統計的に求めておき，以後の測定

において成分測定データから質量濃度を推定し，測定質

量濃度の妥当性が評価できるというものである。本研究

では，環境省から提示されている，日本に適したマスク

ロージャーモデルの質量濃度推定式8)を用いた。質量濃度

推定式を以下に示す。 

 

M ＝ 1.375[SO4
2-]＋1.29[NO3

-]＋2.5[Na+]＋1.4[OC] 

＋[EC]＋[SOIL] 

[SOIL]＝ 9.19[Al]＋1.40[Ca]＋1.38[Fe]＋1.67[Ti] 

M：質量濃度  

 

各種発生源の計算には，EC，Na，K，Ca，V，Cr，Mn，

Fe，Zn，As，Se，Sb，Laの13成分を用いた。OC，SO4
2-，

NO3
-，Cl-，NH4

+は発生源プロファイルに含まれるが，二次

生成由来のものが多く含まれると推定されるため，計算

の対象としなかった。有機粒子の値は，一次生成粒子に

含まれるOCの値を観測したOC濃度から差し引いたのち，

有機粒子の換算係数1.4 を掛けて算出した。 

 

2.4 高濃度日における発生源解析 

2.3で用いた方法により，1日ごとの発生源寄与濃度を

算出し，高濃度日における発生源解析を行った。高濃度

日は，PM2.5が比較的高濃度となった2019年7月25日から28

日とした。 
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2.5 高濃度要因解析 

後方流跡線解析，SPRINTARSによるシミュレーション，

自動測定局の常時監視データを活用し，高濃度要因の解

析を行った。 

後方流跡線解析は，気塊の動きを推定し，移流の影響

を評価する解析方法である。本研究では，流跡線解析モ

デルとして，アメリカ海洋気象庁（NOAA）で開示されて

いるHYSPLIT9)を使用した。解析条件を以下に示す。 

 

起点：2019年7月25日UTC０時 

時間：72時間 

高度：500m，1000m，1500m 

気象データ：GDAS（1degree,global,2000-present) 

 

SPRINTARSは，九州大学応用力学研究所で計算・運用さ

れている大気シミュレーションのソフトウエアである
10),11),12)。本研究では，高濃度日の2019年7月25日における

PM2.5質量濃度及びSO2濃度の広域分布を確認した。また，

このシミュレーション結果との整合性を確認するため，

広島県が運用している自動測定局の観測データを使用し

た。 

15ptあき 

3．結果および考察 

3.1 成分分析値の比較 

3.1.1 質量濃度 

調査期間中の西条及び大竹におけるPM2.5質量濃度の推

移を図2に示す。PM2.5質量濃度は，自動測定装置の1時間

値から24時間の平均値を算出した。質量濃度は，両地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とも7月25日に高くなっており，この濃度上昇は広域的な

ものであったと考えられた。 

 

3.1.2 イオン成分 

測定対象のイオン8成分のうち，特徴的な挙動を示した

3成分の分析結果を図3-(a)～(c)に示す。両地点ともSO4
2-

及びNH4
+がイオンの主要成分であり，同等な濃度レベル

であったが，調査期間中に最も高いPM2.5質量濃度を記録

した7月25日では，大竹の方が高い値を示した。また，Na+

は期間を通じて大竹で高かった。大竹は沿岸地域に位置

しており，海風により運ばれた海塩粒子の影響でNa+が高

くなったと推測された。 

  

3.1.3 無機元素成分 

無機元素31成分のうち，特徴的な挙動を示した4成分の

分析結果を図4-(a)～(c)に示す。自動車による影響を示

すSbやZnは大竹と比べ西条で高く，西条は自動車による

影響をより強く受けていると推測された。一方，重油燃

焼の影響を示すNi及びVは西条と比べ大竹で高く，大竹は

重油燃焼の影響をより強く受けていると推測された。 

 

3.1.4 炭素成分 

炭素成分の分析結果を図5-(a)～(b)に示す。西条では，

PM2.5質量濃度が上昇した7月25日以降にOCが高い値を示

した。また，自動車排ガスの影響を示すECについては，

期間を通じて西条の方が高い傾向であったことから，西

条は自動車の影響をより強く受けていると推測された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 2019年7月18日～8月1日における質量濃度の推移（軸ラベルは採取開始日） 

図3 2019年7月18日～8月1日におけるイオン成分の分析結果 (a)SO4
2-,(b)NH4

+,(c)Na+ 
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図 4 2019 年 7 月 18 日～8月 1 日における無機元素成分の分析結果 (a)Sb，(b)Zn，(c)Ni及び V 
  

図5 2019年7月18日～8月1日における炭素成分の分析結果 (a)OC,(b)EC 

図6  CMBK v2.1による期間平均の(a)発生源寄与率及び(b)寄与濃度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 発生源寄与率及び寄与濃度の推定 

西条及び大竹における発生源解析の結果を図6に示す。

発生源寄与率の和が100％とならないのは，計算誤差によ

るものである5)。西条と大竹の発生源寄与率を比較すると，

西条では自動車排出ガスの寄与が大きかった。一方，大

竹では重油燃焼の寄与が大きかった。このことは，成分

分析結果の特徴とよく一致していた。なお，名古屋市元

塩公園の成分分析データについて，2.3の方法で発生源解

析を行い，既報6)と比較した結果，主要な発生源について

は報告値と同等の値となり，2.3の方法は妥当なものであ

ったと確認できた。  

 

3.3 高濃度日における発生源解析 

CMB法により，1日ごとの発生源寄与濃度を算出した結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果を図7に示す。西条では7月25日から28日にかけてPM2.5

濃度が上昇しており，この間，二次生成粒子（有機粒子，

SO4
2-，NO3

-，Cl-，NH4
+）やブレーキ粉じん等の自動車に関

連する項目の寄与濃度が増加した。その要因としては，

近傍の幹線道路が考えられ，幹線道路上の自動車の影響

を強く受けたと考えられた。 

大竹では7月25日から27日にかけてPM2.5濃度が上昇し

ており，この間，二次生成粒子，重油燃焼，海塩粒子の

寄与濃度が増加した。またこの時，両地点ともに硫酸イ

オンが上昇していたが，大竹の硫酸イオンがより高くな

った。その要因としては，大竹の沿岸工業地域にあると

考えられ，ボイラー燃焼や船舶による燃料燃焼に由来す

る硫酸イオンが観測されたためと考えられた。 
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図7 CMBK v2.1による1日ごとの発生源解析結果 (a)西条，(b)大竹 
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3.4 高濃度要因解析 

3.4.1 後方流跡線解析 

7月25日を起点とした後方流跡線解析の結果を図8に示

す。西条，大竹へ到達した気塊はともに九州を通過して

いると推定された。九州地方は桜島や阿蘇山，雲仙岳と

いった活火山があるため，SO2等の火山性ガスを含んだ気

塊が到達したと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 SPRINTARSによるシミュレーション結果 

SPRINTARSによるSO2濃度のシミュレーション結果を図

9に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月25日の日本周辺のSO2濃度は，大陸や九州地方を中

心に高濃度になっており，3.4.1で述べたように，九州地

方は火山の影響により，SO2濃度が高い状態であったこと

が示唆された。 

 

3.4.3 自動測定局の常時監視データ 

3.4.1及び3.4.2において，九州地方のSO2濃度が高い気

塊が移流していることが示唆されたことから，実際にSO2

濃度が上昇していたか，常時監視データを確認した。大

竹油見公園局舎の常時監視データを図10に示す。自動測

定局のSO2濃度は通常時は1～2ppb程度であるが，PM2.5が

高濃度となった7月25日には10ppbを超える値となってい

た。SO2は大気中で水と反応するとともに，気相ではOHラ

ジカルと反応し，H2SO3やH2SO4となった後，NH3と反応し

粒子化することで長距離輸送される13)。このことから，

この期間のPM2.5の濃度上昇は，火山由来のSO2を含む気塊

が移流する間にNH3とSO2が粒子化し，観測されたものと

考えられた。また，SO2が高濃度に観測された現象は，移

流経路中に存在するNH3より過剰のSO2が移流してきたた

めと推測されるが，NH3の常時監視は行っていないため，

粒子化により消費されたNH3について詳細な解析はでき

なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9 SPRINTARSによるシミュレーション結果（SO2） 

SPRINTARSアーカイブより引用 

図8 後方流跡線解析の結果 (a)西条，(b)大竹 

(b)(a)

図10 常時監視データ（大竹油見公園） 
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4. まとめ 

県内のPM2.5の特徴を把握することを目的とし，広島県

における一般環境の代表地点として，県中央部に位置す

る西条と県西部沿岸の大竹でPM2.5を採取し，成分分析及

び発生源解析を行った。 

CMB法による発生源解析を行った結果，西条では自動車

排出ガスの寄与率が高く，大竹では重油燃焼の寄与率が

高かった。高濃度日では，2地点間で共通し，二次生成粒

子が増加していた。また，西条ではブレーキ粉じん等の

自動車に関する項目の寄与が，大竹では重油燃焼及び海

塩粒子の寄与が増加していた。 

高濃度要因の解析を行った結果，西条，大竹へ到達し

た気塊はともに九州地方を通過していると推定された。

九州地方は桜島や阿蘇山，雲仙岳といった活火山がある

ため，SO2濃度が高い傾向がある。高濃度期間では，SO2濃

度が通常時よりも高くなっており，火山由来のSO2を含ん

だ気塊が移流してきたものと考えられた。この気塊に含

まれるSO2は移流に伴い，NH3と反応しPM2.5を生成したと

推測されるが，NH3の常時監視は行っていないため，消費

されたNH3について詳細な解析はできなかった。今後，NH3

の観測も必要である。 
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＜報 文＞ 

 

高知県の水稲栽培地域における 
ネオニコチノイド系農薬の実態調査＊

 
 

 

髙橋 紗希**・富田 比菜***・山下 浩** 

 

キーワード ①農薬 ②ネオニコチノイド ③フィプロニル ④河川水 ⑤水稲 

 

要   旨 

 近年，生態系への影響が懸念されているネオニコチノイド系農薬を評価するうえで，その実態を把握する必要があるが，

本県の水環境における実態報告はない。そこで，ネオニコチノイド系農薬7種とフェニルピラゾール系農薬フィプロニルの

計8種の農薬について，水稲栽培地域の河川及び水路における濃度を1年間調査した。その結果，本県で水稲に使用される

5種の農薬全てがいずれかの調査地点で検出され，そのうちジノテフラン，クロチアニジン，フィプロニルは全ての地点で

検出された。また，農薬の検出時期や濃度の変化は，水稲の栽培時期や河川流域の水田面積との関連がみられ，検出され

た農薬については，フィプロニルを除いて環境中予測濃度（水域PEC及び水濁PEC）を下回った。 

 

 

 

1．はじめに 

ネオニコチノイド系農薬は，日本において1992年に初

めてイミダクロプリドが登録されてから，現在まで7種が

農薬取締法に基づいて登録されている。この農薬は，昆

虫に対し神経作用を有しており，特に吸汁性昆虫に対し

高い防除効果が認められる。また，浸透移行性の高さか

ら残効性が高く，その適用作物の範囲は広い1)。 

しかし，世界的には生態系への影響が問題視されてお

り，EUは2018年にイミダクロプリド，クロチアニジン，

チアメトキサムの屋外での使用を禁止することを決定し，

他国においても使用を制限する動きがある。一方で，日

本では使用に対する規制は行われていない。 

ネオニコチノイド系農薬の生態系への影響を評価する

上で，その実態を把握することが重要であり，全国の地

方環境研究所から数多く実態調査が報告されている2)-5)。 

高知県においてもネオニコチノイド系農薬は水稲，野

菜，果樹などに広く使用されているが，その水環境中の

存在実態はわかっていない。なかでも水稲への使用には

無人航空機を使った空中散布が広く行われるため，生態

系への影響が特に懸念されている。そこで，ネオニコチ

ノイド系農薬7種と環境への影響が同様に危惧されてい

るフェニルピラゾール系農薬のフィプロニルを加えた計

8種について，水稲栽培地域の河川及び水路における濃度

を1年間調査したので報告する。 

 

 

2．調査方法 

2.1 調査期間及び調査地点 

調査地域では3月下旬から田植えを行うため，調査時期

は田植えから翌年の田植え直前までの2020年3月から

2021年3月の1年間とした。 

調査は高知県で最も水稲の作付面積が大きい南国市で

行い，約200haの水田地帯を流れる錆野川（川幅10m）（地

点1），約40haの水田間を流れる新秋田川（川幅6m）（地

点2）及びその東にある水田脇の水路（幅50cm）（地点3）

の3地点を選定した（図1）。 

採水頻度は稲刈りが終わる8月末までは週1回，それ以

降は月1回とした。2021年3月の地点3は水が無く調査でき

なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 調査地点 
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新秋田川 
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地点2,3 

＊Survey of Environmental Concentration of Neonicotinoid Pesticides in Rivers in Rice-Paddy Area 
＊＊Saki TAKAHASHI，Hiroshi YAMASHITA（高知県衛生環境研究所）Kochi Public Health and Environmental Science 

Research Institute 
＊＊＊Hina TOMITA（高知県中央西福祉保健所）Kochi Chuo-Nishi Welfare and Public Health Center 

 

出典「国土地理院の地図を基に作成」 
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LC条件

装置名 ACQUITY UPLC H-Class（Waters社製）

移動相 A：5mM酢酸アンモニウム5%メタノール水溶液

B：5mM酢酸アンモニウムメタノール

流速 0.2 mL/mim

グラジエント条件 min A（%） B（%）

0 100 0

2 60 40

3.5 25 75

7 5 95

11 5 95

注入量 5 μL

カラム

1.8 μm，2.1 mm×100 mm

カラムヒーター温度 40℃

MS条件

装置名 ACQUITY TQD（Waters社製）

キャピラリー電圧 3 kV

脱溶媒温度 350℃

ACQUITY UPLC HSS T3 Column

育苗箱 本田 地点1 地点2 地点3

ジノテフラン 1,718 - 有 95.8 54.2 30.0    

イミダクロプリド 738 有 - 39.2 0 0  

クロチアニジン 507 有 有 37.9 20.4 6.4    

アセタミプリド 395 - - 14.2 0 0  

チアメトキサム 296 有 - 12.5 4.2 0   

フィプロニル 233 有 - 22.9 10.4 6.8    

ニテンピラム 39 - - 0 0 0 

チアクロプリド 37 - - 0 0 0 

　

高知県における水稲への使用 年間検出率（%）
化合物

高知県出荷量

（kgまたはL）

6) 7)

化合物
測定モード

ESI + / -

定量イオン

（m/z）

コーン電圧

（V）

コリジョ ン

エネルギー

（eV）

確認イオン

（m/z）

ジノテフラン + 203>113 15 11 203>129

ニテンピラム + 271>126 27 28 271>189

チアメトキサム + 292>211 17 20 292>132

イミダクロプリド + 256>175 27 19 256>209

クロチアニジン + 250>169 21 13 250>132

アセタミプリド + 223>126 33 20 223>90

チアクロプリド + 253>126 34 21 253>90

フィプロニル - 435>330 24 69 435>332

2.2 測定対象農薬 

測定対象とした農薬を表1に示す。標準品としてネオニ

コチノイド系農薬混合標準溶液（8種）（林純薬工業製）

を使用した。 

なお，これらの農薬については後述する前処理，測定

方法で添加回収率が70～110%であった。 

 

2.3 前処理方法 

採水した試料200mLをガラス繊維ろ紙（GS-25，ADVANTEC

社製）でろ過した。自動固相抽出装置（AutoTrace280，

Thermo社製）を用いて固相カートリッジ（InertSep HLB，

GL Sciences社製）をアセトン10mL，メタノール5mL，超

純水5mLでコンディショニングし，ろ過した試料水全量を

流速10mL/minで通水し，超純水10mLで固相カートリッジ

を洗浄後，窒素ガスを60分通気し乾燥させた。続いて，

固相カートリッジにアセトン2mLを通して1分待ち，さら

にアセトン3mLを通して溶出液を得た。これを窒素雰囲気

下で乾固し，50％メタノール水溶液(v/v)に溶解した後，

1mLに定容し測定試料とした。 

 

表1 測定対象農薬のMS測定条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2 測定機器条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 測定方法 

測定はLC-MS/MS（Acquity UPLC H-Class/TQD，Waters

社製）を用いた。測定条件について表1及び表2に示す。 

定量は絶対検量線法で行った。また，検量線の最低濃

度を5回測定し標準偏差σを求め，3σを装置検出下限値，

10σを装置定量下限値とした。 

 

3．調査結果及び考察 

3.1 各農薬の地点別年間検出率 

各農薬について，2019年の高知県への原体出荷量6)，高

知県における水稲への使用有無7)，地点別の年間検出率を

表3に示す。ニテンピラム，チアクロプリドは水稲への適

用があるが，高知県ではほとんど使用されていないため

使用なしとした。本田への農薬使用方法は，主に無人航

空機による空中散布で行われる。年間検出率は時期によ

って調査回数に差があるため，月ごとの検出率の合計を

月数で除して求めた。 

原体出荷量が100kgまたはL未満のニテンピラム，チア

クロプリドは，全ての地点で未検出であった。アセタミ

プリドは水稲への使用がないにも関わらず地点1で検出

されたことから，地点1は水稲以外の作物へ使用する農薬

の影響を受けることがわかる。 

水稲へ使用される5種全てがいずれかの地点で検出さ

れ，そのうちジノテフラン，クロチアニジン，フィプロ

ニルの3種が全ての地点で検出された。これらの検出され

た5種の農薬について，次項で水稲栽培と関連させて考察

する。 

 

表3 農薬年間検出率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 検出農薬と田植えの関連 

高知県で水稲に使用される農薬5種の検出時期と河川

濃度について，水稲の栽培暦との比較を図2に示す。栽培

暦は，調査地域で最も栽培面積が大きい早生のコシヒカ

リ及び超早生の南国そだちを参照する8)。 

この年の調査地域では，3月下旬から4月中旬に田植え

が行われ，育苗箱に使用される4種全てが田植えの時期に

いずれかの地点で検出された。そのうちフィプロニルは，

全ての地点で継続して検出され，特に地点1の検出期間は
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3月

下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

移植期 出穂期

移植期 出穂期 成熟期

1回目 2回目

化合物 育苗 水田 地点

1

○ 2

3

1

○ ○ 2

3

1

○ 2

3

1

○ 2

3

1

○ 2

3

4月 5月 6月 7月 8月

コシヒカリ栽培暦 成熟期

南国そだち栽培暦

航空防除時期

河川中濃度（　　　　　　　　≧0.1 μg/L，　　　　　　　　≧0.01 μg/L，　　　　　　　　<0.01 μg/L）

ジノテフラン

クロチアニジン

イミダクロプリド

フィプロニル

チアメトキサム

8)

8)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

(μ
g/

L
)

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

地点1（水田面積200ha）

地点2（水田面積40ha）

地点3（水田脇水路）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 水稲の栽培暦と水稲使用農薬の地点別濃度 

 

他の地点と比較して長かった。この要因として，地点1は

流域の水田面積が大きいために低濃度の溶出が集積し，

検出できる濃度に達しやすいことや田植え時期そのもの

にばらつきがあることが考えられる。 

フィプロニル以外の育苗箱に使用するクロチアニジン，

イミダクロプリド，チアメトキサムは地点1または地点2

で断続的に検出された。このことから，これらの農薬は

フィプロニルよりも育苗箱への使用が少ない，または育

苗箱以外で使用されたと推察される。 

以上の結果から，育苗箱に使用した農薬は田植え時に

河川へ流出することが示唆された。 

 

3.3 検出農薬と航空防除の関連 

本田において行われる航空防除は，カメムシの吸汁加

害による斑点米の発生を防ぐことを目的として，出穂前

に1回目，その約10日後に2回目の散布が実施される。こ

の年の調査地域では，1回目が6月下旬頃に，2回目が7月

中旬頃に実施された。 

全ての地点で，1回目散布後の6月下旬から7月上旬にか

けてジノテフランとクロチアニジンの濃度が上昇，2回目

散布後の7月下旬にジノテフラン濃度が上昇した。クロチ

アニジンは2回目散布後に検出されなかったことから，2

回目散布の薬剤中に含まれていないと推察される。 

7月上旬の地点1の定期採水後に付近で無人航空機によ

る空中散布が始まったため，参考として散布中に採水を

行った。この散布前後の河川濃度を比較した結果，ジノ

テフラン濃度は散布前0.31µg/L，散布後0.68µg/Lと約2倍

上昇した。クロチアニジンも同時に検出されたが，散布

前後の濃度は0.1µg/Lよりも低く，散布による濃度の変化

はなかった。この結果から，空中散布による河川への農

薬のドリフト（直接飛散）が確認された。 

 

3.4 調査地点の特性と濃度変化の関連 

全ての地点で検出率が最も高いジノテフランの地点別

濃度変化を図3に示す。 

はじめに，地点1と地点2を比較し，流域の水田面積の

差による違いを考察する。地点2は航空防除時期の7月上

旬と7月下旬に濃度が上昇し二峰性がみられるが，地点1

は単峰となった。地点1は地点2より流域の水田面積が大

きく，流域の農薬散布時期にばらつきがあるため，継続

して検出されたと考えられる。地点1の濃度が地点2より

も高い要因も同様に水田面積の差による違いと考えられ，

面積が大きい方が河川に溶出する農薬量も多いと推察さ

れる。 

最も検出濃度が高くなったのは，地点3（水田脇水路）

で，2回目散布後の7月下旬であった。一方で，地点3横の

水田では他地点と同時期に空中散布が2回行われている

にも関わらず，1回目散布後における濃度上昇は地点1,2

と比較して小さかった。以上の結果から，水田脇の水路

のような水量が少ない場所では，農薬散布によって河川

より濃度が高くなりやすいが，その水環境への影響は一

時的であることが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 地点別濃度変化（ジノテフラン） 
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また，地点1においてジノテフランは年間検出率95.8％

と通年検出された（表3）。使用時期以外にも検出された

要因として，ジノテフランの土壌吸着係数は KF
ads

OC＝

23.3～33.69)，オクタノール／水分配係数は logPow＝ 

-0.549（25℃）9)であり，土壌吸着性が低く，水に分配し

やすい性質から，土壌に飛散したジノテフランが灌水や

降雨によって水に溶け，河川に流出したことが考えられ

る。このような土壌からの溶出は，他地点の水田でも起

きていると考えられるが，地点1のみ確認されたのは，流

域の水田面積が大きいことから，低量の溶出が集積し検

出できる濃度に達したためと推察される。 

 

3.5 検出濃度と評価値の比較 

各農薬の地点別最高濃度と各種評価値を表4に示す。評

価値には，水域PEC（水域の生活環境動植物被害の評価の

観点から予測した濃度），水域の生活環境動植物の被害

防止に係る農薬登録基準，水濁PEC（水質汚濁に係る環境

中予測濃度）及び水質汚濁に係る農薬登録基準を用いた。 

PECとは環境中予測濃度のことであり，各農薬が登録さ

れるにはPECが登録基準値を下回る必要がある。PECの算

出は水田使用時及び非水田使用時のそれぞれについて3

段階（非水田時の水域PECは2段階）あり，1段階目は環境

モデル及び標準的シナリオを用いた数値計算により算出

される。2段階目は水質汚濁試験等のデータを用いて算出

され，3段階目は実際の圃場での試験結果によって算出さ

れる。1段階目で算出されたPECが登録基準を下回れば，

それ以降の計算は行われず，ほとんどの農薬は1段階目の

PECを採用している。 

水域PECは当該農薬を一般的に使用した際の最高濃度

として算出され，水域の生活環境動植物の被害防止に係

る農薬登録基準値は魚類，甲殻類，藻類それぞれの急性

毒性試験の結果から算出される。水濁PECは水質汚濁に係

る人の長期的な健康影響を評価するために算出するもの

であるため，公共用水域における年間平均の予測濃度を

算定すること11)とされ，水質汚濁に係る農薬登録基準は，

ADI（許容一日摂取量）を用いて算出される。 

各農薬の地点別最高濃度のうち地点1及び2のフィプロ

ニルにおいて，水域PEC及び水域の生活環境動植物の被害

防止に係る農薬登録基準値を超えた。また，地点2のフィ

プロニル濃度は水濁PECも超えたが，年間の検出率は10.4

％であり（表3），年平均値では水濁PECを超えない。 

ネオニコチノイド系農薬で水域PEC及び水濁PECを超え

たものはなく，最も評価値に近い値であったのは水稲に

使用されないアセタミプリドで水濁PECの約0.67倍であ

った。 

表4 地点別最高濃度と評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．まとめ 

今回，ネオニコチノイド系農薬7種とフェニルピラゾー

ル系農薬フィプロニルの計8種について，水稲栽培地域の

河川及び水路中の濃度を1年間調査した。 

育苗箱に使用するイミダクロプリド，クロチアニジン，

チアメトキサム，フィプロニルが田植え後に検出された

ことから，育苗箱に使用した農薬は田植え後に河川や水

路に流出することが確認された。また，無人航空機によ

る空中散布に用いられるジノテフランは，河川や水路へ

の飛散が確認された。流域の水田面積が大きい調査地点

では，検出された農薬の種類数と検出率が最も高くなっ

た。また，この地点では航空防除に使用するジノテフラ

ンが通年検出されたことから，土壌に吸着した後に河川

へ流出することが示唆された。 

検出農薬の濃度について水域PEC及び水濁PECとの比較

を行った結果，地点1及び2のフィプロニルの最高濃度が

水域PECを超え，地点2では水濁PECも超えたが，年平均値

では水濁PECを下回った。ネオニコチノイド系農薬は水域

PEC及び水濁PECを超えるものはなかった。 

2018年の農薬取締法の改正によって，全ての農薬につ

いて，定期的に，最新の科学的知見に基づき安全性等の

再評価を行う仕組みが導入された。既に登録されている

農薬の再評価は，国内で使用量の多い農薬から優先的に

行われる予定であり，ネオニコチノイド系農薬5種とフィ

プロニルは優先度が最も高い優先度Aに位置づけられて

いる12)。 

本調査の結果，ネオニコチノイド系農薬は各種環境中

予測濃度を超えなかったが，今後の再評価による新たな

安全評価基準を満たせない可能性も否定できない。農薬

は農作物の生産において重要な役割を担う一方で，生態

系に与える影響も小さくない。農薬の生態系への影響を

適切に評価することが重要であり，今後も生態系への影

響が懸念される農薬の環境中実態を把握する必要がある。 

 

  

地点1 地点2 地点3

ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ 0.53 0.10 0.80 9.0 12 27 580

ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 0.21 N.D. N.D. 1.0 1.9 15 150

ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ 0.075 0.010 0.0077 0.79 2.8 12 250

ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 0.12 N.D. N.D. 1.1 2.5 0.18 180

ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ 0.0030 0.0065 N.D. 0.58 3.5 14 47

ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ 0.070 0.20 0.0055 0.020 0.024 0.13 0.50 

ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ N.D. N.D. N.D. 6.0 11 22 1,400

ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ N.D. N.D. N.D. 0.45 3.6 2.1 31

N.D.　未検出

検出最高濃度（μg/L）
化合物

水域PEC

（μg/L）

水域農薬

登録基準

（μg/L）

水濁PEC

（μg/L）

水濁農薬

登録基準

（μg/L）

9)
9) 10) 10)
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＜環境省ニュース＞ 

 

令和4年度の環境研究総合推進費公募について 

 

環境省大臣官房総合政策課環境研究技術室 

 

 

環境研究総合推進費（以下「推進費」という。）は,

環境省が必要とする研究テーマ（行政ニーズ）を提示

し,独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」とい

う。）が新規課題の公募及び審査,資金配分等を行う環

境政策貢献型の競争的研究資金であり,例年9月から10月

にかけ1か月ほどの期間,新規課題の公募を行っていま

す。本年度は「令和4年度新規課題公募」（採択された

場合,令和4年4月から研究開始となる課題の公募。以下

「今回の公募」という。）が令和3年9月21日～10月26日

に実施されました。現在機構において審査が進められて

います。 

本稿では,今回の公募から追加された採択枠と条件,及

び今回提示された行政ニーズについてご紹介いたします。 

 

1．推進費公募の採択枠,条件の追加について 

今回の公募では,委託費の公募区分である環境問題対

応型研究と革新型研究開発（若手枠）において,一定の

採択枠または条件が追加されました。 

1）環境問題対応型研究 

研究開発費の年間支援規模が2,000万円以内の課題

（ミディアムファンディング枠）の新設 

これまで環境問題対応型研究の公募区分では,研究

開発費支援規模は間接経費,消費税を含む年間上限額

は4,000万円以内でしたが,今回,自然科学分野から人

文社会科学分野まで多様な分野からの研究提案,若手

研究者からの研究提案など,より多くの研究提案に機

会を提供するため,研究する分野の特性,研究計画の規

模・範囲等を踏まえ,環境問題対応型研究のうち研究

開発費の年間支援規模が全研究期間2,000万円以内/年

の規模で研究を実施する課題の応募枠として,ミディ

アムファンディング枠が新設されました。 

2）革新型研究開発（若手枠） 

若手枠要件の追加 

新規性・独創性・革新性に重点を置いた若手研究者

向けの募集枠である革新型研究開発（若手枠）は,こ

れまで「研究代表者及び研究分担者の全員が研究開始

年度の年4月1日時点で40歳未満であること」を採択要

件としていましたが,令和2年度に実施された推進費制

度評価における提言及び他の競争的資金制度における

若手研究者支援の要件を踏まえ,今回より新たに「ま

たは『令和4年4月1日時点で博士の学位取得後8年未満

であること』」が要件に追加されました。 

参考：推進費 令和4年度新規課題公募要領（令和3年

秋の公募）

https://www.erca.go.jp/suishinhi/koubo/pdf/r04

_shinki_koubo.pdf  

  ※ 前述のとおり,令和4年度新規課題公募の受付は既に

終了しています。 

次回（令和5年度新規課題公募）の公募開始時期は令

和4年9月末を予定しています。引き続き地方環境研究所

からも積極的に応募いただきますよう,ご検討よろしく

お願いいたします。 

 

2．推進費の行政ニーズについて 

環境政策貢献型の競争的研究資金である推進費では,

研究課題の募集にあたっては環境省が設定した行政ニー

ズに沿った研究開発の推進を求めています。 

今回の公募では,統合領域で7件,気候変動領域で7件,

資源循環領域で6件,自然共生領域で5件,安全確保領域で

20件の合計45件の行政ニーズが提示されました。このう

ち,地方公共団体からのご提案に関わるものが4件含まれ

ています。 

来年度の行政ニーズ提案募集は令和4年2月頃に,各都

道府県及び政令指定都市等の環境担当部局長宛てに依頼

する予定です。多くのご提案をお待ちしておりますの

で,ご検討よろしくお願いいたします。 

参考までに,令和4年度の行政ニーズのうち,地方公共

団体からのご提案に関わるものを以下の表でご紹介いた

します。 
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---地方公共団体からのご提案に関わる行政ニーズ--- 

資源循環領域  No.3-5 

行政ニーズテーマ名  廃棄物に由来して排出されるPOPs等のリスク評価及び低減手法の開発  

背景・必要性  

POPsに対しては ,国際条約の下 ,化審法や農薬取締法等の規制によって国内生産量

や排出量は激減している。一方 ,最終処分場に埋め立てられた POPsを含有する廃棄物

に由来する浸出水中 POPsの排出実態や ,水処理施設での処理効果は明らかになりつつ

あるが ,その要因となる廃棄物の種類の特定や ,全国的な排出量やその将来予測につ

いての知見は蓄積されていない。処分場浸出水による影響を把握するとともに ,その

対処・管理手法の検討に資する調査研究が必要である。  

到達目標  

最終処分場の浸出水からの排出実態が明らかになりつつある POPsについては ,発生

由来となる廃棄物の種類の特定 ,排出による影響の推計及びその影響低減のための対

処・管理等技術の検証・整理を行うとともに ,排出実態の把握が進んでいない POPs等

については ,汎用性の高い分析手法を構築・マニュアル化等を行った上で ,実態の把握

を行う。  

研究開発要素  

POPsを溶出しやすい条件の検討 ,最終処分場における浸出動態の解析等により ,埋

立てられた廃棄物の性状等から排出量等を把握・評価する手法を新たに開発するとと

もに ,排出による影響低減のための POPsへの対処・管理等技術の有効性を検証する。

実態把握が進んでいない POPs,候補物質及び前駆体については ,浸出水の特性を踏ま

えた分析手法を構築する。  

成果の活用方法等  

分析手法の構築・マニュアル化等については ,地方行政と連携して汎用性を担保す

ることで ,全国的な実態把握に資するとともに ,地方の行政・環境研究所の分析・調査

技術力の底上げも期待できる。排出による影響の推計については最終処分場管理者へ

の指導や住民不安の払拭の材料としての活用に ,有効性が確認された水処理技術や

POPs発生要因となる廃棄物の特定により考えられる対策等の対処・管理等技術につい

ては最終処分場の浸出水対策の向上に資することが期待できる。さらに全体を通じ

て ,中央行政と地方行政との連携の下で ,実行可能かつ合理性のある POPsへの対応方

針の検討に当たって ,基礎的な知見として活用する。  

 

自然共生領域  No.4-5 

行政ニーズテーマ名  市街地出没に対応できる新たな野生鳥獣管理技術の開発  

背景・必要性  

近年クマ類やイノシシ ,ニホンジカ ,ニホンザル等の野生鳥獣が市街地へ出没する

事案が増加傾向にあり ,出没に伴う交通事故や人身被害 ,感染症リスクなど ,地域住民

に深刻な影響をもたらす危険が高まっている。しかしながら ,出没時には対処療法的

な対応が求められることが多く ,かつ ,安全に捕獲する猟具・方法がない状況にある。

また ,出没した鳥獣の多くが興奮状態にあり ,逃走時に二次的な被害が発生したり ,逃

走後の追跡が難しく ,再度見つかるまで住民の不安が続き ,自治体職員や警察等の捜

索よる行政コストも大きい。そのため ,市街地周辺の環境を分析して野生鳥獣の生息

や出没のリスクを検証し ,出没時には鳥獣を見失うことなく追跡して本来の生息域で

ある山林等に安全に追払うとともに ,追払いが困難な場合に対象鳥獣を不動化させる

機材・技術の開発が必要である。  

到達目標  

・市街地の周辺環境により野生鳥獣の生息や出没のリスクを分析する技術を開発す

る。  

・市街地等に出没した鳥獣を見失うことなく追跡する技術を開発するとともに ,安全

に追払う防除技術を開発する。  

・市街地や集落内に出没した中大型哺乳類を安全に不動化（確保・捕獲）できる機材

・装置を開発する。  

研究開発要素  

市街地出没を予防するため ,UAV等により周辺環境や野生鳥獣の痕跡などを把握し ,

過去の出没記録 ,植生 ,地形等のデータと解析することで ,鳥獣の生息状況や出没ルー

トとともに ,市街地への出没リスクを分析・予測するシステムを構築する。また ,人体

への影響も考慮しながら ,野生鳥獣に対して追払い効果を有する音や光の波長 ,振動

などを検証する。これらを統合した機材について ,鳥獣の種類や生態・行動特性を踏

まえながら ,ICTや AI等を活用して自動追尾や誘導的な追払いが可能となる技術・機材

を開発する。加えて ,野生鳥獣を電気ショックや誘導式捕獲機材等により不動化でき
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るリモート式機材・技術を開発する。これらの検証により ,事前の出没予測 ,出没時の

追払い及び忌避 ,追払いできない場合の不動化という ,市街地出没の各フェーズに総

合的かつ段階的に対応できる野生鳥獣管理技術を確立する。  

成果の活用方法等  

開発された技術は鳥獣保護管理を担っている都道府県・市町村等へ共有するほか ,

技術資料として公表することで捕獲機器メーカーや類似の技術を有するメーカー ,研

究開発機関における技術的改良・普及などを期待し ,現場実証を進めることで ,人口縮

小社会でも効率的かつ効果的な鳥獣の保護管理を推進する。  

 

安全確保領域  No.5-19 

行政ニーズテーマ名  
瀬戸内海における順応的プロセスによる栄養塩類の管理に向けた数理モデ

ルの開発と実証  

背景・必要性  

瀬戸内海に関する中央環境審会からの意見具申において示された特定の海域にお

ける順応的管理プロセスによる栄養塩類管理に当たっては ,栄養塩管理の効果ととも

に周辺環境に及ぼす影響に係る事前評価のため ,特定海域における栄養塩管理の在り

方がそこでの栄養塩動態や生物多様性や生物生産性に与える影響とともに ,周辺海域

における水質変化等を予測する数値シミュレーションモデルの活用が期待されてい

る。  

到達目標  

様々な特定海域 ,ならびに栄養塩管理手法に適用できる数値シミュレーションモデ

ルを開発し ,一つの海域でその実証実験を行う。  

①特定海域内における栄養塩管理が生物多様性 ,生産性に与える影響のモデル化  

②特定海域での栄養塩管理が赤潮発生や貧酸素水塊等 ,周辺海域に与える影響のモデ

ル化  

③上記①②の統合モデルのパッケージ化  

研究開発要素  

次の一部又は全部の実施結果を踏まえ評価。  

①特定海域内の工作物（ノリヒビ等）存在下における様々な栄養塩類管理手法が栄養

塩類の挙動に与える影響のモデル化  

②特定海域内での栄養塩管理手法が生物多様性 ,生産性に与える影響のモデル化  

③特定海域での栄養塩管理が赤潮発生や貧酸素水塊等 ,周辺海域に与える影響のモデ

ル化  

成果の活用方法等  

本研究で得られる成果を活用することで ,栄養塩類管理の実施が周辺環境に及ぼす

影響を評価し ,栄養塩類管理計画の検討に資する。また ,このような数値シミュレーシ

ョンモデルは ,平均的な水質の予測のみならず ,局所的な事象の発生確率の予測にも

活用でき ,発生頻度を考慮した気候変動適応に関する検討にも資する。  

 

安全確保領域  No.5-20 

行政ニーズテーマ名  
栄養塩類管理計画の適切な実施に向けた海域における栄養塩類循環機能の

解明と効果的な栄養塩類供給方法の探索  

背景・必要性  

瀬戸内海は近年 ,栄養塩濃度が低下している。これまでの研究で ,貧栄養状態では ,

植物プランクトンの利用可能な無機態窒素が非常に少ないが ,有機態窒素は一定程度

存在していることがわかっている。  

一方 ,栄養塩濃度がある程度回復すると ,バクテリア等によって有機態窒素から無

機態窒素への分解が促進されることが明らかになりつつある。そこで ,栄養塩類の好

循環が生じる濃度等の解明が必要となる。  

到達目標  

海域の栄養塩類循環メカニズムを解明し ,栄養塩類の好循環を促進するため ,適切

な栄養塩類の濃度を見出す。さらに ,栄養塩類管理計画に定められる水質目標値の設

定と達成に向けた効果的な栄養塩類の種類や供給量を示す。  

研究開発要素  

①有機物の分解と栄養塩類の関係性を解明し定量化する。  

②海域における栄養塩類の移動と蓄積のメカニズムを ,室内実験及びフィールド調査

により解明する。  

③栄養塩類管理計画に定められる水質目標値の設定と達成に向けた効果的な栄養塩

類の供給方法を確立する。  

成果の活用方法等  
現在進行している貧栄養化を抑制するため ,水質目標値の設定と達成に向け効果的

な栄養塩類の供給方法を見出し ,栄養塩類管理計画の策定に寄与する。  

参考：令和４年度新規課題に対する行政要請研究テーマ（行政ニーズ）について（令和3年秋の公募）

https://www.erca.go.jp/suishinhi/koubo/pdf/r04_shinki_kouboshiryo_1.pdf  

https://www.erca.go.jp/suishinhi/koubo/pdf/r04_shinki_kouboshiryo_1.pdf
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＜支部だより＞ 

 

関東・甲信・静支部 

 

 

 関東・甲信・静支部の令和2年度における活動を報告

します。新型コロナウィルス感染拡大防止のため，一堂

に会しての対面開催を避け，多くが書面開催でした。 

 令和3年度も，書面開催が多くなっています。早く，

新型コロナウィルス感染が収まり，一堂に会して活発な

意見交換ができることを望んでいます。 

（支部事務局：横浜市環境科学研究所） 

 

1．令和2年度支部役員会 

(1) 期 日：令和2年8月11日（火） 

(2) 場 所：「書面開催」 

(3) 議 案 

① 会長賞被表彰者の支部推薦に係る選考 

② 支部長表彰被表彰者の選考 

(4) 照会事項 

① 令和元年度事業報告・収支決算報告 

② 令和2年度事業計画案・収支予算案 

 

2．令和2年度支部総会 

(1) 期 日：令和2年12月17日（木） 

(2) 場 所：「書面開催」 

(3) 議決事項 

① 令和元年度事業報告・収支決算報告 

② 令和2年度事業計画（案）・収支予算（案） 

(4) 報告事項 

① 全国環境研協議会会長賞,会長感謝状候補者推薦

の推薦及び受賞決定について 

② 支部長表彰について 

③ 全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究

部会支部委員の輪番の一部変更について 

④ 令和3年度の支部役員及び総会等の開催地につい

て 

(5) 支部長表彰者報告 4名 

  

3．支部専門部会等開催状況 

(1) 騒音振動専門部会 

（部会長機関：横浜市環境科学研究所） 

① 期 日：令和3年2月18日（木） 

② 場 所：「書面開催」 

③ 参 加：16機関 

④ 内 容：演題6題 

(2) 水質専門部会 

（部会長機関：山梨県衛生環境研究所） 

① 期 日：令和2年12月23日（水） 

② 場 所：「書面開催」 

③ 参加者：16機関 

④ 内 容：演題12題 

 

(3) 東京湾連絡会 

（庶務機関：千葉県環境研究センター） 

① 期 日：令和2年12月23日（水） 

② 場 所：「書面開催」 

③ 参加者：16機関 

④ 内 容： 

・令和2年度の事業・調査研究計画及び執行状況 

・各機関との情報交換 

 

(4) 大気専門部会 

（部会長機関：千葉市環境保健研究所） 

① 期 日：令和3年2月25日（木） 

② 場 所：「書面開催」 

③ 参加者：15機関 

④ 内 容：演題9題,情報交換事項9題 

  

(5) 統一精度管理検討会 

（支部長機関：神奈川県環境科学センター） 

① 期 日：令和2年12月23日（水） 

② 場 所：「Web開催」 

③ 参加者：15機関 

④ 内 容： 

・令和元年度環境測定分析統一精度管理調査結果

について 

・環境測定分析における留意点及び精度管理につ

いて 

 

4．支部長表彰式 

① 期 日：令和3年1月29日（金） 

② 場 所：個別授与（送付） 

③ 受賞者：4名表彰 
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編 集 後 記

今年も残すところわずかとなりました。国内の新型コ

ロナウイルス感染症の状況については，一部の行動制限

が緩和される一方，新たな変異株のオミクロン株の影響

等，引き続きその動向には注意を払う必要があります。 

さて，福島県では福島県環境基本計画（第5次）を12

月に策定しました。この計画では，「環境回復の推進」

と「美しい自然環境に包まれた持続可能な社会の実現」

の2つを基本姿勢としており，SDGsや地域循環共生圏，カ

ーボンニュートラルといった視点をもって取り組むこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 福島県環境基本計画（第5次）のイメージ 

としています。また，施策を具現化するための総合的な

拠点として，福島県環境創造センターが位置付けられて

います。 

現在，福島県環境創造センターでは，JAEA，NIESと協

力しながら，令和4年度から令和6年度までの3機関の事業

方針の策定を進めているところです。特に調査研究事業

では，県環境基本計画の考え方や社会情勢の変化，放射

性物質に関する県内特有の課題等に対応するため，放射

性物質の挙動を踏まえた「バイオマスの利活用」，円滑

な災害廃棄物処理等のための「放射性物質濃度の迅速な

推定」の２つを，部門間の連携により進めるテーマとし

て調整しています。引き続き，福島県，JAEA，NIESの機

関間の連携をより一層強化しながら，環境の回復・創造

に向けて取り組んでいきたいと考えています。 

最後になりましたが，巻頭言を執筆していただいた北

九州市保健環境研究所長の佐藤様，特集の「東日本大震

災から10年を経過して」や報文を投稿していただいた皆

様，「環境省ニュース」を執筆していただいた環境省環

境研究技術室様，「支部だより」を執筆していただいた

横浜市環境科学研究所様，お忙しいところご協力いただ

きありがとうございました。全国各支部会員の皆様にお

かれましては，今後とも会誌への積極的な投稿について

ご協力をお願いいたします。 

（福島県環境創造センター） 

 

 

 

 

 

令和３年度 

全国環境研協議会広報部会 
＜ 部 会 長 ＞ 福島県環境創造センター所長 
＜広報部会担当理事＞ 山形県環境科学研究センター所長 
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