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鳥取市岩倉地内における放射線レベルの高い廃
棄物

１月３０日に鳥取市岩倉地内の岩倉開拓線で放射線レベルの高い不法投
棄された廃棄物が発見されました。

【概要】

鳥取市が道路工事を行うに当たって、現地に不法投棄された廃棄物の撤
去を実施したところ、廃棄物の処理委託を受けた産業廃棄物処理業者が
放射線レベルを測定し、通常よりも高いレベルを検出しました。
鳥取市と鳥取県が合同で現地を調査したところ、放射線レベルの高い廃
棄物を新たに発見しました。

  

県民の皆様へのお知らせ

立入禁止区域内に立ち入らないでください
立入禁止区域外は放射線の汚染はない上、放射性物質は飛散するよう
なものではなく、水道水等への影響もないことから、通常の生活をし
てください
次のとおり相談窓口を設置していますのでご利用ください
1. 総合相談室（県生活環境部）0857-26-7206
2. 健康相談室（県東部総合事務所福祉保健局）

〒680-0901 鳥取市江津730
電話番号 0857-22-5694、5161
ファクシミリ 0857-22-5669
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募集情報

自衛官募集

非常勤職員募集

その他

メールアドレス toubu_fukushihoken@pref.tottori.jp

報道発表資料

第１報 １月３０日（PDF：７７KB）
第２報 １月３１日（PDF：１２４KB）
第３報 １月３１日（PDF：２８０KB）
第４報 ２月 １日（PDF：１３０KB）

発見された廃棄物の放射線量率

粘着テープ様の廃棄物

24マイクロシーベルト／時間（高さ１ｍで3.5マイクロシーベルト／回）
※胸のエックス線集団検診（50マイクロシーベルト／時間）の半分の値
※高さ１ｍの放射線量は、平常時の一般の線量等量限度（1ミリシーベル
ト／年）は超えているが、平常時の放射線業務従事者の線量等量限度（50
ミリシーベルト／年、5.7マイクロシーベルト／時間）の約半分程度

コンクリート殻

6.12マイクロシーベルト／時間

当面の措置

粘着テープ様廃棄物の措置

1. 現地周辺について、人の健康に影響があると思われるエリア（放射
線レベルの高い廃棄物を中心とした半径３ｍ範囲）を立入禁止措置
を実施（バリケード及びトラロープを設置）

2. 市道岩倉開拓線の片側通行規制を実施（保安灯の設置、市職員によ
る交通誘導）

3. ブルーシート等で覆い流出防止措置を実施

コンクリート殻の措置

保管している産業廃棄物処理業者が、周辺の立入禁止措置を実施

今後の対応

現地から廃棄物を採取して、核種分析を実施
核種分析結果を国に報告し、対応方針について協議
不法投棄のパトロールの強化

対策会議

http://www.pref.tottori.lg.jp/jieikanboshu/
http://www.pref.tottori.lg.jp/170504.htm
http://www.pref.tottori.lg.jp/170505.htm
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県では次のとおり対策会議を実施し、情報共有と今後の対応を確認しまし
た。

日時

平成25年1月30日（水）午後10時から11時

場所

第４応接室（県庁本庁舎３階）

参加者

知事、副知事、統轄監、危機管理局長、福祉保健部長、生活環境部長、警
察本部、鳥取市

資料

会議資料抜粋（PDF:822KB）

関係機関リンク

鳥取市

問合せ先

生活環境部循環型社会推進課 0857-26-7681
危機管理局危機対策・情報課 0857-26-7278
生活環境部水・大気環境課 0857-26-7206

  

▲ページ上部に戻る

個人情報保護 | リンク | 著作権 | アクセシビリティ

    鳥取県庁危機管理局 危機管理政策課
 住所  〒680-8570鳥取市東町1丁目271 地図
 電話  0857-26-7064     ファクシミリ  0857-26-8139
 E-mail  kikikanri-seisaku@pref.tottori.jp

http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1359542612995/index.html
http://www.pref.tottori.lg.jp/9313.htm
http://www.pref.tottori.lg.jp/9320.htm
http://www.pref.tottori.lg.jp/9314.htm
http://www.pref.tottori.lg.jp/9337.htm
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=9064
mailto:kikikanri-seisaku@pref.tottori.jp


資 料 提 供

平成２５年１月３０日

担当課 循環型社会推進課

（担当者） ０８５７－２６－７６８１

電 話 （荒金、加賀田）

危機対策・情報課

０８５７－２６－７２７８

（内田）
水・大気環境課

０８５７－２６－７２０６

（広田、木下）

鳥取市岩倉地内における放射線レベルの高い廃棄物の発見について（第一報）

１月３０日に鳥取市岩倉地内の岩倉開拓線で放射線レベルの高い不法投棄された廃棄物

が発見されました。

記

１ 概要

鳥取市が道路工事を行うに当たって、現地に不法投棄された廃棄物の撤去を実施した

ところ、廃棄物の処理委託を受けた産業廃棄物処理業者が放射線レベルを測定し、通常

よりも高いレベルを検出した。

鳥取市と鳥取県が合同で現地を調査したところ、放射線レベルの高い廃棄物を新たに

発見した。

２ 発見された廃棄物の放射線量率
（１）粘着テープ様の廃棄物 ２４マイクロシーベルト／時間

（高さ１ｍで３．５マイクロシーベルト／時間）

※高さ１ｍの放射線量は、平常時の一般の線量等量限

度（１ミリシーベルト／年）は超えているが、平常

時の放射線業務従事者の線量等量限度（５０ミリシ

ーベルト／年、５．７マイクロシーベルト／時間）

の約半分程度

（２）コンクリート殻 ６．１２マイクロシーベルト／時間

３ 当面の措置
（１）粘着テープ様廃棄物の措置

①現地周辺について、人の健康に影響があると思われるエリア（放射線レベルの高い

廃棄物を中心とした半径３ｍ範囲）を立入禁止措置を実施（バリケード及びトラロ

ープを設置）

②市道岩倉開拓線の片側通行規制を実施（保安灯の設置、市職員による交通誘導）

③ブルーシート等で覆い流出防止措置を実施した。

（２）コンクリート殻の措置

保管している産業廃棄物処理業者に、周辺の立入禁止措置を実施した。

４ 今後の対応
・現地から廃棄物を採取して、核種分析を実施する。（本日中に結果判明予定）

・核種分析結果を国に報告し、対応方針について指示を仰ぐ。

住民のみなさまへのお知らせ

○立入禁止区域内に立ち入らないこと。

○立ち入り禁止区域外は放射線の汚染はないこと、水道水等への影響もないことから、

通常の生活をしていただきたい。

※周辺の集落には、鳥取市から個別に説明を実施します。



資 料 提 供
平成２５年１月３１日

担当課 水・大気環境課
（担当者） ０８５７－２６－７２０６
電 話 （若林、木下）

循環型社会推進課
０８５７－２６－７６８１
（荒金、加賀田）

危機対策・情報課
０８５７－２６－７２７８
（内田）

鳥取市岩倉地内における放射線レベルの高い廃棄物の発見について（第二報）

１月３０日に鳥取市岩倉地内の岩倉開拓線で放射線レベルの高い不法投棄された廃棄物
が発見されました。
発見された投棄物の放射能核種分析した結果は下記のとおり、ごくわずかに人工核種が

見られるもの、大部分が天然核種であり、これらの分析結果をもとに原子力規制庁などと
今後の処理方針などを協議する予定です。

記
１ 核種分析結果

大部分がラジウム、或いはラジウムが崩壊してできる鉛やビスマスなど天然核種であ
り、原子炉生成物質を疑うセシウム 143 などは含まれていませんでした。
一般土壌に比較すると、 1000 ～ 2000 倍の放射能であるもの、飛散などのおそれも少

なく、当該場所に 1 時間滞在した場合でも胸の X 線集団検診 1 回分の半分程度で、人体
に影響を及ぼすおそれは非常に低いと考えられます。

（単位：Bq/kg）

検体１ 検体３

（テープ様投棄物） （がれき類）

Th-231 トリウム 16,000 9,600

Th-228 トリウム 88,000 52,000

Th-234 トリウム 63,000 42,000

Np-239（※１） ネプツニウム 2,600 1,900

Ce-141（※１） セリウム 230 150

Ra-226 ラジウム 25,000 20,000

Pb-212 鉛 120,000 100,000

Ra-224 ラジウム 120,000 94,000

Pb-214 鉛 14,000 13,000

Be-7 ベリリウム 2,000 1,600

Tl-208 タリウム 100,000 95,000

Bi-214 ビスマス 13,000 12,000

Bi-212 ビスマス 130,000 120,000

Ac-228 アクチニウム 110,000 110,000

Pa-234m プロトアクチニウム 27,000 27,000

Bi-207 ビスマス 420 510

Y-91（※１） イットリウム 26,000 14,000

K-40 カリウム 8,500 ND

Sb-124（※１） アンチモン ND 87

0.93 2.0

※２　空間線量率は、検体をサーベイメーターで測定したもの
※３　分析日：H25.1.30（分析時間：３万秒）

鳥取市岩倉不法投棄物のゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果

※１　Np-239（半減期2.4日）、Ce-141（半減期32日）、Y-91（半減期58日）、Sb-124（半減期
　　60日）は人工核種

核種 （名称）

空間線量率
（μSv/h)



２ その他
(1)現場周辺の放射線量率（ 1 月 30 日午後 9 時以降の 1 時間ごとの測定値）

半径３ｍ以上離れた地点で、０．０５～０．０９マイクロシーベルト／時間であり、
県内の各地域の線量率と同程度であり、特に変化なく問題ない状態である。

(2)参考（発見された廃棄物の放射線量率～第一報で報告済みの現場測定値）
①粘着テープ様の廃棄物 ２４マイクロシーベルト／時間

（高さ１ｍで３．５マイクロシーベルト／時間）
※胸の X 線集団検診 1 回分は、５０マイクロシーベル
トであり、当該場所に 1 時間滞在しても、その半分程
度の放射線量である。

②コンクリート殻 ６．１２マイクロシーベルト／時間



資 料 提 供
平成２５年１月３１日

担当課 循環型社会推進課
（担当者） ０８５７－２６－７６８１
電 話 （荒金、加賀田）

危機対策・情報課
０８５７－２６－７２７８
（内田）

水・大気環境課
０８５７－２６－７２０６
（広田、木下）

鳥取市岩倉地内における放射線レベルの高い廃棄物の発見について（第三報）

昨日放射線レベルの高い不法投棄廃棄物が発見された岩倉開拓線において、本日、県及び鳥取
市でパトロールを実施したところ、別の地点で放射線レベルの高い箇所が新たに発見されました。

記

１ 概 要
放射線量を測定しながら岩倉開拓線沿いをパトロールしたところ、昨日廃棄物が発見された

場所から約６００ｍ上流の滝山地内において比較的放射線レベルの高い箇所を新たに発見し
た。

２ 発見された場所の放射線量率
（１）場 所：鳥取市滝山地内の岩倉開拓線（別添地図参照）

（２）状 況：道路法面にビニール袋様の物が埋まっている状況

（３）放射線量率：ビニール袋内にある粉が固まったもの ２２．０マイクロシーベルト／時間
直近の道路上 ０．１１マイクロシーベルト／時間

（胸のＸ線集団検診１回分は５０マイクロシーベルトであり、当該場所に 1 時
間滞在した場合でも、その半分程度の放射線量）

＜参 考＞昨日発見された廃棄物の放射線量率（第一報で報告済み）
（１）粘着テープ様の廃棄物 ２４マイクロシーベルト／時間

（高さ１ｍで３．５マイクロシーベルト／時間）
（２）コンクリート殻 ６．１２マイクロシーベルト／時間

３ 当面の措置
（１）現地周辺について、人の健康に影響があると思われるエリア（放射線レベルの高い地点を

中心とした半径２ｍ範囲）の立入禁止措置を実施（バリケード及びトラロープを設置）
（２）ブルーシート等で覆うとともに、土嚢で覆土し流出防止措置を実施

４ 今後の対応
・現地からビニール袋内の内容物を採取して、核種分析を実施する。（明日朝に結果判明予定）
・核種分析結果を国に報告し、対応方針について指示を仰ぐ。
・明日（２月１日）午前９時３０分から緊急対応チーム会議（関係部長等）を災害対策本部室
で開催予定。（状況によっては知事が参加する場合あり）

住民のみなさまへのお知らせ
○立入禁止区域内に立ち入らないこと。
○立ち入り禁止区域外は放射線の汚染はないこと、水道水等への影響もないことから、 通常
の生活をしていただきたい。
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資 料 提 供

平成２５年２月１日

担当課 水・大気環境課

（担当者） ０８５７－２６－７２０６

電 話 （若林、木下）

循環型社会推進課

０８５７－２６－７６８１

（荒金、加賀田）

危機対策・情報課

０８５７－２６－７２７８

（内田）

鳥取市滝山地内における放射能レベルの高い廃棄物の発見について（第四報）

１月３１日に鳥取市岩倉地内の岩倉開拓線で１月３０日に引き続き放射線レベルの高い

不法投棄された廃棄物が発見されました。

発見された投棄物の放射能核種分析した結果は裏面のとおり、ごくわずかに人工核種が

見られるものの、大部分が天然核種であり、これらの分析結果をもとに原子力規制庁など

と今後の処理方針などを協議する予定です。

記

１ 核種分析結果

大部分がラジウム、或いはラジウムが崩壊してできる鉛やビスマスなど天然核種であ

り、原子炉生成物質を疑うセシウム などは含まれていませんでした。143
一般土壌に比較すると、 ～ 倍の放射能であるものの、飛散などのおそれも1000 2000

少なく、当該場所に２時間滞在した場合でも胸の 線集団検診 回分程度で、人体にX 1
影響を及ぼすおそれは非常に低いと考えられます。

２ その他

( )現場周辺の放射線量率（１月３１日午後７時以降の 時間ごとの測定値）1 1
、半径２ｍ以上離れた地点で ０ ０６～０ ０７マイクロシーベルト／時間、 ． ． であり

県内の各地域の線量率と同程度であり、特に変化なく問題ない状態である。

（発見された廃棄物の放射線量率～第三報で報告済みの現場測定値）(2)参考

①ビニール袋に入っている廃棄物 ２２マイクロシーベルト／時間

（直近の道路上で０．１１マイクロシーベルト／時間）

※胸の 線集団検診 回分は、５０マイクロシーベルX 1
トであり、当該場所に２時間滞在しても、その１回分

程度の放射線量である。

②１／３０に見つかった粘着テープ様の廃棄物 ２４マイクロシーベルト／時間

（高さ１ｍで３．５マイクロシーベルト／時間）

※胸の 線集団検診 回分は、５０マイクロシーベルX 1
トであり、当該場所に２時間滞在しても、その１回分

程度の放射線量である。

③コンクリート殻 ６．１２マイクロシーベルト／時間



鳥取市滝山地内（地点２） （単位：Bq/kg）

検体２-１ 検体２-２ 検体２-３ 検体２-４

（右側の袋） （右側の袋） （中央の袋） （左側の袋）

Th-234 トリウム 77,000 62,000 ND 30,000

Pa-234m プロトアクチニウム 39,000 39,000 ND 12,000

Ra-226 ラジウム 32,000 23,000 ND 9,600

Pb-214 鉛 18,000 18,000 18 5,500

Bi-214 ビスマス 16,000 16,000 16 4,800

Ac-228 アクチニウム 150,000 150,000 53 42,000

Th-228 トリウム 89,000 78,000 ND 53,000

Ra-224 ラジウム 130,000 140,000 ND 52,000

Pb-212 鉛 160,000 140,000 71 50,000

Bi-212 ビスマス 170,000 170,000 ND 48,000

Tl-208 タリウム 130,000 130,000 55 38,000

Th-231 トリウム 17,000 15,000 ND 9,800

Be-7 ベリリウム 2,500 2,600 ND 590

K-40 カリウム 11,000 ND 580 3,400

Np-239 ネプツニウム 4,000 3,100 ND 1,100

Bi-207 ビスマス ND 810 ND 230

Ce-141 セリウム 410 220 ND 110

Sb-124 アンチモン ND ND ND ND

Y-91 イットリウム ND 22,000 ND ND

Nb-97 ニオブ ND 1,800 ND ND

Ru-106 ルテニウム ND ND ND 390

1.9 2.4 0.2 0.5

10,000 30,000 10,000 30,000

※１　空間線量率は、検体をNaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀで測定したもの
※２　分析日　H25.1.31（検体2-2、2-4）、H25.2.1（検体2-1、2-3）
※３　袋の位置は、山の下方向から向かって見た位置を示す。

空間線量率
（μSv/h)

測定時間（秒）

核種 （名称）

鳥取市滝山不法投棄物のゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果



鳥取市岩倉地内における
放射線レベルの高い廃棄物
の発見事案に係る対策会議

（抜粋）

【日時】平成2５年1月３０日（水）２２：00～２３：００
【場所】第４応接室（県庁本庁舎３階）
【参集範囲】

知事、副知事、統轄監、危機管理局長、福祉保健部長、

生活環境部長、警察本部、鳥取市



【内容】
■ 知事あいさつ
１ 現状及び現在までの対応状況
２ 核種分析結果等について

（１）核種分析結果
（２）放射線の健康への影響

３ 県の対応方針
（１）分析結果を受けた対応
（２）地元の安全対策

４ 鳥取市との連携
５ 過去の事例

【目的】
情報共有と今後の対応の確認



１ 現状及び現在までの対応状況

○１月２９日

１７：００ 産業廃棄物処理業者から鳥取市道路課に放射線レベルに異常が出たと通報

○１月３０日

１１：３０ 鳥取市より生活環境部へ第一報

・鳥取市が道路工事を行うに当たって、現地に不法投棄された廃棄物の撤去を実施

・廃棄物の処分を受けた産業廃棄物処理業者が、放射線レベルを測定したところ、

高いレベルを検出（６．１２マイクロシーベルト／時間）

・鳥取市が現地へ職員を派遣し、放射線レベルの測定を予定

１２：３０ 東部生活環境局、循環型社会推進課職員を現地派遣

１３：５０ 危機管理局内の情報共有会議

１４：１５ 危機管理対応指針に基づき、緊急対応チーム立ち上げ

・チーム会議開催（生活環境部・福祉保健部・危機管理局）

１４：１８ 粘着テープのようなもの（プラスチック様）のもの から

２４マイクロシーベルト／時間を測定 （高さ１ｍで３．５マイクロシーベルト／時間）

１６：４８ ブルーシートによる流出防止措置を開始

１７：３０ 現地の立入禁止措置を実施

１９：３０ 衛生環境研究所によるサンプリング終了

２１：３０ 放射線核種の確定



２ 核種分析の結果等について

（１）核種分析結果
検出された核種は、つぎのとおりで、大部分が天然

核種であった。
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３（１） 県の対応方針

（１）分析結果を受けた対応
核種分析の結果、大部分が天然核種であったこと

から、文部科学省に今後の処理方針などを相談して
対応する予定

【参考～国の窓口】
放射性同意元素（放射線障害防止法）

→文部科学省
核燃料、廃棄物（原子炉等規制法）

→原子力規制庁
医療廃棄物（医療法・薬事法）

→厚生労働省
核燃料輸送 →国土交通省

福島原発からの放出された放射性物質
→環境省



３（２）地元の安全対策

①最終的な処置が決定されるまでは現在の対応を継続

【粘着テープ様廃棄物の措置】

・現地周辺について、人の健康に影響があると思われるエリア（放射線レベル

の高い廃棄物を中心に半径３ｍ範囲）を立入禁止措置

（バリケード及びトラロープを設置）

・市道岩倉開拓線の片側通行規制を実施

（保安等の設置、市職員による交通誘導）

・ブルーシート等で覆い流出防止

【コンクリート殻の措置】

・保管している産業廃棄物処理業者が周辺の立入禁止措置を実施

②住民への広報と相談室の設置

・総合相談室（生活環境部）：０８５７－２６－７２０６

・健康相談室（東部総合事務所福祉保健局健康相談窓口）：

０８５７－２２－５６９４／５１６１



４ 鳥取市との連携

●住民広報
• 立入禁止区域内に立ち入らないこと。

• 立入禁止区域外は放射線の汚染はないこと、水道水等への影響はない
ことから、通常の生活をしていただきたい。

●道路管理者としての対応
• 現地周辺について、人の健康に影響があると思われるエリア（放射線レ

ベルの高い廃棄物を中心とした半径３ｍ範囲）に立入禁止措置を実施
（バリケード及びトラロープを設置）

• 市道岩倉開拓線の片側通行規制を実施（保安灯の設置、市職員による
交通誘導等）

• ブルーシート等で覆い流出防止措置を実施



５ 過去の事例
東京都世田谷区におけるラジウム入り瓶の発見事案について

（文部科学省ホームページを参考）

○平成２３年１０月２８日、世田谷区役所から文部科学省に対し、一般市民か

らの通報を通じて世田谷区内において、周辺に比べ高い放射線量が測定され

たとの連絡があった。

○同日、世田谷区役所からの要請を受け、文部科学省職員及び日本原子力研究

開発機構の専門家を現地に派遣し、世田谷区役所と連携して現地調査を行っ

た。

＜放射線量＞

・地表面で１７０マイクロシーベルト／時間

○専門業者による分析の結果、調査場所敷地内土壌等に放射性同位元素(ラジウ

ム 226)が含まれていることが判明し、７５ｃｍ掘り下げたところから瓶が発

見された。

＜放射線量＞

・瓶の表面で約８ミリシーベルト／時間

○以降、専門業者により、放射性同位元素を含む土壌等の除去作業が進められ

た。

○同年 11 月 20 日、必要な除去作業が完了し専門業者（日本アイソトープ協会）

に引き渡され、現在保管中。
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