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                                                                          平成 26年 9月 5日  

市町村 拠点・先行除染 
除染 

計画 
地元への説明会等 

仮置場等の確保 

状況 
同意取得 本格除染 

田村市 ・集会所等（三井住友 

建設）：終了 

H24/4/13 公表  ・2 行政区仮置完了 

 

・終了 ・H24/7/24～H25/6/末 

平成 24 年度田村市除染等工事

完了（鹿島・三井住友・日立

プラントテクノロジ JV） 

・H26/3/26平成 25年度事後 

モニタリング業務完了 

・平成 26年度(平成 25年度繰越)

田村市事後モニタリング業務

実施中 

除染特別地域の除染の進捗状況 
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市町村 拠点・先行除染 
除染 

計画 
地元への説明会等 

仮置場等の確保 

状況 
同意取得 本格除染 

楢葉町 ・役場周辺（前田建設） 

：終了 

・集会所等（渡辺興業） 

：終了 

・大坂・乙次郎地区 

（清水建設）：終了 

・焼却施設等（楢葉町 

建設業共同組合） 

：終了 

・集会所等（三井住友 

 建設）：終了 

H24/4/13 公表  ・11行政区仮置完了 

 

・7 行政区確保済み 

（4行政区造成工事

済み、3行政区造

成工事中） 

･H24/8/1 

から開始 

・H24/9/6～H26/2/28平成 24年

度楢葉町除染等工事完了（前

田・鴻池・大日本土木 JV） 

・H25/3/6 平成 24 年度楢葉町除

染等工事（その 2）開始 

（前田・鴻池・大日本土木 JV） 

・210人規模で実施中（除染終了。

仮置場工事は引き続き実施。） 

・平成 26年度事後モニタリング

業務実施中 

・H26/7/28 平成 26 年度（平成

25 年度繰越）楢葉町追加対応

除染等工事業者契約(前田・鴻

池 JV) 
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市町村 拠点・先行除染 
除染 

計画 
地元への説明会等 

仮置場等の確保 

状況 
同意取得 本格除染 

川内村 ・医療施設（丸川建設） 

終了 

H24/4/13 公表  ・3 行政区造成工事

済み 

 

・H24/6/25 

から 

・終了 

・H24/9/4～H25/6/末 

平成 24年度川内村除染等工事

（大林・東亜 JV）完了 

・H26/7/31 平成 24年度川内村除

染等工事（その２）完了（大

林・東亜 JV） 

 

・平成 26年度事後モニタリング

業務実施中 

・Ｈ26/7/31 平成 26 年度（平成

25 年度繰越）川内村追加対応

除染等工事業者契約(三瓶組) 
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市町村 拠点・先行除染 
除染 

計画 
地元への説明会等 

仮置場等の確保 

状況 
同意取得 本格除染 

南相馬市 ・小高庁舎、消防署、 

上下水道施設等（日本

国土）終了 

H24/4/18 公表 

（H25/12 月 

一部改訂公表） 

 ・西部地区 6行政区 

確保済み（一部造

成工事中、残り造

成工事準備中） 

 

・その他西部地区、 

中部地区、東部地区

借地手続き中 

 

・原町区 候補地 

選定中 

 

・H25/4/12 

から開始 

・H25/8/26 平成 25 年度（平成

24 年度繰越）南相馬市除染等

工事開始（大成・五洋・日本

国土 JV） 

・H26/4/28平成 25年度南相馬市

除染等工事（その２） 

工事開 始 （大 成・ 五洋・ 

日本国土・佐藤工業・三菱マテ

リアル JV) 

・H26/5/2 平成 25 年度南相馬市

除染等工事(その３)業者契約

(大成・五洋・日本国土・佐藤

工業・三菱マテリアル JV) 

・3,000 人規模で実施中 
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市町村 拠点・先行除染 
除染 

計画 
地元への説明会等 

仮置場等の確保 

状況 
同意取得 本格除染 

飯舘村 ・草野地区等（大成） 

：終了 

H24/5/24 公表 

（H24/11 月 

一部改訂公表） 

 

（H25/12 月 

一部改訂公表） 

 ・10 行政区確保済み

（6行政区造成工事 

 中、4行政区造成

準備中) 

 

・9 行政区交渉中 

・H24/7/10 

から開始 

・H24/9/25 平成 24年度飯舘村除

染等工事（その１）開始 

（大成・熊谷・東急 JV） 

・H25/10/2 平成 25年度飯舘村除

染等工事（その１）開始(大

成・熊谷・東急 JV） 

・H26/4/10平成 25年度飯舘村除

染等工事（その２）開始（大

成・熊谷・東急・りんかい日

産・村本 JV） 

・H26/7/24 平成 26年度(平成 25

年度繰越)飯舘村長泥地区墓

地除染等工事開始(清水建設) 

・5,300 人規模で実施中 
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市町村 拠点・先行除染 
除染 

計画 
地元への説明会等 

仮置場等の確保 

状況 
同意取得 本格除染 

川俣町 ・中学校、公民館 

（大成）：終了 

・小学校、幼稚園 

（大成）：終了 

H24/8/10 公表 

（H25/12 月 

一部改訂公表） 

 ・11 行政区一部確

保済み（一部造成

工事中） 

別の候補地選定中 

・H24/10/9 

から開始 

・H25/4/25 平成 24年度川俣町除

染等工事開始（大成・鉄建・

西武 JV） 

・H26/5/12平成 25年度川俣町除

染等（その２）除染工事開始

（大成・鉄建・西武・本間・

あおみ JV） 

・2,200 人規模で実施中 

葛尾村 ・宿泊施設（奥村組） 

：終了 

・中学校等（奥村組） 

：終了 

H24/9/28 公表 

（H25/12 月 

一部改訂公表） 

 ・１か所（国有林）：

造成工事済み 

 

・不足分 10 行政区

にて候補地選定中 

・H24/10/26

から 

・ほぼ終了 

・H25/4/25 平成 24年度葛尾村除

染 等 工 事 開 始 （ 奥 村 ・ 

西松・大豊 JV） 

・1,600 人規模で実施中 
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市町村 拠点・先行除染 
除染 

計画 
地元への説明会等 

仮置場等の確保 

状況 
同意取得 本格除染 

浪江町 ・警察署、消防署等 

（間組）：終了 

・介護老人保健施設 

（倉伸）：終了 

 

・H26/8/29 帰還困難区域

モデル除染工事開始

（安藤･間・不動テト

ラ・淺沼組・岩田地崎

JV）終了 

 

H24/11/21 公表 

（H25/12 月 

一部改訂公表） 

 ・3 行政区で確保 

済み（1 行政区 

造成工事中、2行

政区造成準備中） 

 

・その他行政区で 

候補地選定中 

・H25/4/12

から開始 

・H25/11/27 平成 25 年度（平成

24 年度繰越）浪江町除染等工

事（その１）開始(安藤･間・

不動テトラ・淺沼組・ 

岩田地崎建設 JV） 

・H26/2/16 平成 25年度浪江町除

染等工事（その２）墓地除染

開始（安藤･間・不動テトラ・

淺沼組・岩田地崎建設 JV） 

・H26/8/29 平成 26年度(平成 25

年度繰越)浪江町除染等工事

（その３）業者契約(安藤･

間・戸田建設・不動テトラ・

淺沼組・岩田地崎建設ＪＶ) 

・860人規模で実施中 
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市町村 拠点・先行除染 
除染 

計画 
地元への説明会等 

仮置場等の確保 

状況 
同意取得 本格除染 

大熊町 ・ダム管理棟等

（熊谷 組）：終了 

・大川原地区南平  

（清水建設）:終了 

H24/12/28 公表  ・6 行政区確保済み 

（一部造成済み、 

残り造成工事中） 

・H25/4/12

から開始 

・終了 

・H25/6/24 平成 25年度大熊町除

染 等 工 事 開 始 （ 清 水 ・ 

大林・熊谷 JV） 

・160 人規模で実施中（除染終了。

仮置場工事は引き続き実施。） 

 

･平成 26年度(平成 25年度繰越)

大熊町事後モニタリング業務

実施中 
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市町村 拠点・先行除染 
除染 

計画 
地元への説明会等 

仮置場等の確保 

状況 
同意取得 本格除染 

富岡町 ・汚泥再生処理センター

（鹿島）：終了 

・消防署、警察署等 

（鹿島）：終了 

・スポーツセンター 

（鹿島）：終了 

・第一中学校周辺除染工

事（鹿島）：終了 

・インフラ復旧準備等：

終了 

H25/6/26 公表 

（H25/12 月 

一部改訂公表） 

 ・１か所（国有林） 

：造成工事準備中 

 

・民有地仮置場一部

確保済み 

・H25/6/3

から開始 

・H26/1/8 平成 25年度富岡町除

染等工事（その１）開始 

（鹿島・三井住友・日立製作所・

鉄建・飛島 JV） 

・H26/7/25平成 26年度富岡町除

染等工事（その２）開始 

（清水・竹中土木・東京パワー

テクノロジーJV） 

・H26/8/28 平成 26年度富岡町除

染等工事（その３）開始 

（大林・東亜・森本・大和小田

急・東武 JV） 

・1,600 人規模で実施中 
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市町村 拠点・先行除染 
除染 

計画 
地元への説明会等 

仮置場等の確保 

状況 
同意取得 本格除染 

双葉町 ・H26/8/29 帰還困難区域

モデル除染工事開始

（安藤･間・不動テト

ラ・淺沼組・岩田地崎

JV）終了 

 

・H25/12/9 ～H26/8/29

追加工事（双葉町農村

広場） 

・H26/4/15～H26/8/29 

追加工事（双葉町役場） 

H26/7/15 公表 

 

    

常磐自動車道 

H25/6/30 除染終了。仮置場工事は引き続き実施 H25/10/31終了 

H26/2/21 常磐道自動車道 (広野～常磐富岡)における除染方針の達成状況について  公表 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17780 

 


