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処理終了（釜石市：可燃系混合物）

　岩手県釜石市の可燃系混合物について、八戸セメント㈱における処理が終了。
　　◆処理実績量： 157.93ｔ [平成26年3月13日～平成26年3月28日（試験処理を含む）]

処理終了（久慈市：不燃系混合物）

　岩手県久慈市の不燃系混合物について、八戸セメント㈱における処理が終了。
　　◆処理実績量： 23,979.51ｔ [平成25年5月28日～平成26年3月26日（試験処理を含む）]

本処理開始 （釜石市：可燃系混合物）

　岩手県釜石市の災害廃棄物（可燃系混合物）について八戸セメント㈱での本処理を開始。
　　◇処理予定量：約200t [平成25年度中]

試験処理実施 （釜石市：可燃系混合物）

　岩手県釜石市が処理する災害廃棄物（可燃系混合物）について、八戸セメント㈱での試験処理を行い、
処理の安全性を確認。

処理品目追加及び処理予定数量変更 （釜石市：可燃系混合物・久慈市：不燃系混合物）

　岩手県釜石市について品目追加、岩手県久慈市について処理予定数量を変更。

釜石市：可燃系混合物を追加
　　◇処理予定量：約200ｔ [平成25年度中]

久慈市：不燃系混合物について処理の進捗に伴い処理予定数量を変更
　　◇処理予定量：変更前 約21,400t ⇒ 変更後 約25,700ｔ [平成25年度中]

処理終了（釜石市：不燃物）

　岩手県釜石市の不燃物について、八戸セメント㈱における処理が終了。※H26.02.28確定

　　◆処理実績量： 2,888.37ｔ [平成24年8月10日～平成25年12月27日（試験処理を含む）]

処理終了（石巻市：廃肥料）

　宮城県石巻市の廃肥料について、八戸セメント㈱における処理が終了。
　　◆処理実績量： 10,994.70ｔ [平成25年1月29日～平成25年12月24日（試験処理を含む）]

処理終了（普代村：不燃系混合物）

　岩手県普代村の不燃系混合物について、八戸セメント㈱における処理が終了。
　　◆処理実績量： 1,792.87ｔ [平成25年5月28日～平成25年12月6日（試験処理を含む）]

処理終了（野田村：不燃系混合物）

　岩手県野田村の不燃系混合物について、八戸セメント㈱における処理が終了。※H26.03.10確定

　　◆処理実績量：10,051.28t［平成24年3月23日～平成25年11月20日（試験処理を含む）]

処理予定数量の変更 （久慈市：不燃系混合物）

　　岩手県久慈市の不燃系混合物について処理の進捗に伴い処理予定数量を変更。
　　◇処理予定量：変更前 約13,400t ⇒ 変更後 約21,400ｔ [平成25年度中]

処理予定数量の変更 （野田村：不燃系混合物）

　岩手県における不燃系混合物の総量（推計値）の見直しに伴い、野田村の不燃系混合物の八戸セメント
㈱における処理予定量を変更。
　　◇処理予定量：変更前 約4,200t ⇒ 変更後 約8,300ｔ [平成25年度中]
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処理予定数量内訳の変更 （石巻市：災害廃棄物3品目）

　宮城県石巻市の災害廃棄物3品目のうち、土砂については、宮城県内で再生利用できる目途がたったこ
とから処理を終了。土砂の処理予定数量の残を廃肥料に振り替え（25年度処理予定数量計の変更は無）。
　　◇処理予定量：約20,000t [平成25年度]
                       (工業用原料 274ｔ 〔4/22完了〕 ・ 土砂 593ｔ 〔7/12完了〕 ・ 廃肥料 約19,133ｔ)

処理終了（洋野町：木質･廃タイヤ）
　岩手県洋野町の災害廃棄物について、予定されていた木質・廃タイヤの八戸セメント㈱における処理が
終了。
　　◆処理実績量： 862.47ｔ [平成24年5月10日～平成25年7月20日（試験処理を含む）]
　　　　　　　　　　（木質 854.40t〔24～25年度〕・廃タイヤ 8.07t〔25年度〕）

本処理開始 （久慈市及び普代村：不燃系混合物・洋野町：廃タイヤ）
　岩手県久慈市及び普代村の災害廃棄物（不燃系混合物）、洋野町が処理する災害廃棄物（廃タイヤ）に
ついて、八戸セメント㈱での本処理を開始。
　　◇処理予定量：久慈市（不燃混合物） 約13,400t  ・ 普代村(不燃系混合物) 約1,700t 　・
                         洋野町（廃タイヤ）約30ｔ　　[いずれも平成25年度中]

試験処理実施 （久慈市及び普代村：不燃系混合物・洋野町：廃タイヤ）

　岩手県久慈市及び普代村がそれぞれ相当分の数量を処理する災害廃棄物（不燃系混合物）、洋野町が
処理する災害廃棄物（廃タイヤ）について、八戸セメント㈱での試験処理を行い、処理の安全性を確認。

新たな処理品目追加等（野田村・洋野町・久慈市・普代村）

　岩手県内における災害廃棄物処理の進捗に伴う、岩手県北沿岸4市町村の処理品目等の追加。

野田村：不燃系混合物の処理予定量変更
　　◇処理予定量：変更前 約2,000t ⇒ 変更後 約4,200ｔ [平成25年度中]

洋野町：新たに廃タイヤを処理
　　◇処理予定量：約30ｔ [平成25年度中]

久慈市：新たに不燃系混合物を処理
　　◇処理予定量：約13,400ｔ [平成25年度中]

普代村：新たに不燃系混合物を処理
　　◇処理予定量：約1,700ｔ [平成25年度中]

基本協定締結 （普代村）

　普代村・八戸セメント㈱・八戸市の三者間で「災害廃棄物処理に関する基本協定」を締結。

平成25年度の処理に関する通知（野田村：不燃系混合物）

　岩手県野田村で発生し岩手県が処理する災害廃棄物（不燃系混合物）の平成25年度の処理について廃
棄物処理法施行令に基づく通知を受領。（木質系・可燃系混合物は平成24年度で処理終了。）
　　◇処理予定量：約2,000t [平成25年度]

平成25年度の処理に関する通知（久慈市：木質）
　岩手県久慈市の木質系災害廃棄物の平成25年度の処理について廃棄物処理法施行令に基づく通知を
受領。
　　◇処理予定量：約300t [平成25年度]

平成25年度の処理に関する通知（石巻市：災害廃棄物3品目）

　宮城県石巻市で発生し宮城県が処理する災害廃棄物（工業用原料,土砂,廃肥料）の平成25年度の処理
について廃棄物処理法施行令に基づく通知を受領。
　　◇処理予定量：約20,000t [平成25年度]
                       (工業用原料 約1,500t ・ 土砂 約11,000ｔ ・ 廃肥料 約7,500ｔ)
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平成25年度の処理に関する通知（釜石市：不燃物）
　岩手県釜石市の災害廃棄物（不燃物）の平成25年度の処理について廃棄物処理法施行令に基づく通
知を受領。
　　◇処理予定量：約3,000t [平成25年度]

本処理開始 （石巻市：災害廃棄物3品目）
　宮城県石巻市の災害廃棄物（工業用原料,土砂,廃肥料）について八戸セメント㈱での本処理を開始。
　　◇処理予定量：約21,000t [平成24年度～平成25年度]
                         (工業用原料 約2,000t ・ 土砂 約11,000ｔ ・ 廃肥料 約8,000ｔ)

試験処理実施 （石巻市：災害廃棄物3品目）
　宮城県石巻市で発生し宮城県が処理する災害廃棄物（工業用原料,土砂,廃肥料）について、八戸セメン
ト㈱での試験処理を行い、処理の安全性を確認。

処理予定数量の変更 （久慈市：木質）
　岩手県久慈市の木質系災害廃棄物について処理進捗に伴い処理予定数量を変更。
　　◇処理予定量：変更前 約1,600t ⇒ 変更後 約3,000ｔ [平成24年度中]

処理終了 （石巻市：廃飼料）
　宮城県石巻市の災害廃棄物（廃飼料）について、仮置場での高潮被害による塩分濃度上昇に伴い八戸
セメント㈱で受入れ可能なものがなくなったことから処理を終了。
　　◆処理実績量： 3,239.51t [平成24年3月9日～平成24年9月29日]

本処理開始 （釜石市：不燃物）
　岩手県釜石市の災害廃棄物（不燃物）について八戸セメント㈱での本処理を開始。
　　◇処理予定量：約10,000t [平成24年度～平成25年度]

試験処理実施 （釜石市：不燃物）
　岩手県釜石市で発生し釜石市が処理する災害廃棄物（不燃物）について、八戸セメント㈱での試験処理
を行い、処理の安全性を確認。

基本協定締結 （釜石市）
　釜石市・八戸セメント㈱・八戸市の三者間で「災害廃棄物処理に関する基本協定」を締結。

本処理開始 （野田村：災害廃棄物3品目）
　岩手県野田村の災害廃棄物（木質系,可燃系混合物,不燃系混合物）について八戸セメント㈱での本処
理を開始。
　　◇処理予定量：約4,500t [平成24年度中]
                         (木質系 約3,000t ・ 可燃系混合物 約500ｔ ・ 不燃系混合物 約1,000ｔ)

本処理開始 （久慈市・洋野町：木質）
　岩手県久慈市及び洋野町の木質系災害廃棄物について八戸セメント㈱での本処理を開始。
　　◇処理予定量：久慈市 約1,600t [平成24年度中]　・ 洋野町 約980t [平成24年度中]

試験処理実施 （久慈市・洋野町：木質）
　岩手県久慈市及び洋野町で発生し久慈市及び洋野町が処理する木質系災害廃棄物について、八戸セ
メント㈱での試験処理を行い、処理の安全性を確認。
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基本協定締結 （久慈市・洋野町）
　久慈市・八戸セメント㈱・八戸市の三者間、また洋野町・八戸セメント㈱・八戸市の三者間で、それぞれ
「災害廃棄物処理に関する基本協定」を締結。

試験処理実施 （野田村：災害廃棄物3品目）
　岩手県野田村で発生し岩手県が処理する災害廃棄物（木質系,可燃系混合物,不燃系混合物）について
八戸セメント㈱での試験処理を行い、処理の安全性を確認。

本処理開始 （石巻市：廃飼料）
　宮城県石巻市の災害廃棄物（廃飼料）について八戸セメント㈱での本処理を開始。
　　◇処理予定量：約19,000t [平成23年度～平成25年度]

試験処理実施 （石巻市：廃飼料）
　宮城県石巻市で発生し宮城県が処理する災害廃棄物（廃飼料）について八戸セメント㈱での試験処理を
行い、処理の安全性を確認。

基本協定締結 （岩手県・宮城県）
　岩手県・八戸セメント㈱・八戸市の三者間、また宮城県・八戸セメント㈱・八戸市の三者間で、それぞれ
「災害廃棄物処理に関する基本協定」を締結。

県外災害廃棄物の受入れに関する住民説明会の開催
　県外災害廃棄物の広域処理の実施に先立ち、市民を対象とした住民説明会を開催（参加者52名）。

処理終了 （名取市・岩沼市：政府米）
　宮城県名取市及び岩沼市の政府米について、八戸セメント㈱での処理を終了。
　　◆処理実績量： 2,316.55ｔ [平成23年10月24日～平成24年1月30日]

県外災害廃棄物の受入れ方針の表明
　市長記者会見において、市内において、当面、放射性セシウム濃度100ベクレル/kg以下の県外災害廃
棄物の再生処理を認める方針を表明。

本処理開始 （名取市・岩沼市：政府米）
　宮城県名取市及び岩沼市の政府米について、八戸セメント㈱での本処理を開始。
　　◇処理予定量：2,400ｔ [平成23年度]

試験処理実施 （名取市・岩沼市：政府米）
　宮城県名取市及び岩沼市において震災に伴う津波で浸水し屋内保管されていた政府米について八戸
セメント㈱での試験処理を行い、処理の安全性を確認。

宮城県内で浸水した政府米の受け入れ表明
　亘理名取共立衛生処理組合より八戸セメント㈱における処理の要請があった宮城県名取市及び岩沼市
において震災に伴う津波で浸水し、屋内保管されていた政府米（放射性物質不検出）について、八戸セメ
ント㈱での受入れを認める旨表明。
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