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2. 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

対象事業実施区域の周囲における人と自然との触れ合いの活動の場の状況は、第 3.1-

61 表及び第 3.1-34 図のとおりである。 

 

第 3.1-61 表 人と自然との触れ合いの活動の場 

No. 名称 人と自然との触れ合いの活動の場の概要 

1 仁田沼（にだぬま） 仁田沼・男沼・女沼の間には遊歩道が整備され、2～3 時間のハイキン

グコースとなっており、道中にはカタクリ、バイケイソウ、コバイケ

イソウ、ミズバショウが自生している。女沼周辺には思いの滝とつつ

じ山公園がある。女沼の北西に位置する思いの滝は、2 段に流れる滝

が、落下すると一筋の流れになることで、美しい観光名所となってお

り、女沼を一望できる丘にあるつつじ山公園では 5 月にヤマツツジの

開花を楽しむことができる。 

2 男沼（おぬま） 

3 女沼（めぬま） 
※「思いの滝」含む 

4 つつじ山公園 

5 四季の里 中世ヨーロッパ風の農村公園。農業に関連した体験施設や福島市内で

生産された食材を使用した飲食店がある。その他、バッテリーカーや

ロープ遊具等、屋外でのレクリエーション施設もある。工芸館ではこ

けしの絵付け、ガラス工芸などが体験できる。 

6 あづま総合運動公園 ピクニックやレクリエーションが楽しめる広場とアスレチックの他、

野球場やスタジアム、多目的広場等の各種運動施設がある。園の中心

を通る桜並木の他、春～夏にかけてヤマユリ、シャクナゲ、アジサイ

等の花々を楽しめる。園の北側にある民家園には、江戸～明治時代の

福島県の民家や当時の生活の様子が再現されており、遠足や家族連れ

での訪問を楽しめる施設となっている。 

7 慈徳寺（じとくじ） 福島市佐原地区の山の中腹に位置する。樹齢およそ 450 年の「慈徳寺

の種まき桜」の他、カタクリ、イチゲなど様々な山野草が咲く。観音

堂の北には伊達政宗の父、輝宗の首塚がある。 

8 高湯不動滝 高湯温泉街から続く細い遊歩道を進み、2km ほど進んだところに位置

する、落差 30m の滝。扇子を逆さにしたような形で末広がりの流れが

勇壮である。滝の中腹付近の高さの展望台があるが、滝壺のそばまで

下りることも出来る。紅葉シーズンには美しい景観を見に多くの人が

訪れる。 

9 水林自然林 土湯温泉から約 5km、四季の里に隣接し自然林と清流に囲まれた遊歩

道があり森林浴にも最適の場所である。夏から秋にはキャンプや芋煮

会など多くの来訪者で賑わう。また、「荒川資料室」が併設されてお

り、写真、パネルなどで先人の知恵である「霞堤」や荒川の河川・砂

防事業や沿川の史跡などを紹介するほか、荒川水系の立体模型を展示

している。 

「ふくしまの旅 福島県観光情報サイト」（福島県観光復興推進委員会 HP、閲覧：令和元年 9 月） 
「こらんしょふくしま」（（一社）福島市観光コンベンション協会 HP、閲覧：令和元年 9 月） 
「全国 観るなび」（（公社）日本観光振興協会 HP、閲覧：令和元年 9 月） 
「浄土平 磐梯朝日国立公園」（環境省 HP、閲覧：令和元年 9 月） 
「あづま総合運動公園」（（公財）福島県都市公園・緑化協会 HP、閲覧：令和元年 9 月） 
「慈徳寺」（宝珠山 慈徳寺 HP、閲覧：令和元年 9 月）               より作成 
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第 3.1-34 図 人と自然との触れ合いの活動の場 

「ふくしまの旅 福島県観光情報サイト」（福島県観光復興推進委員会

HP、閲覧：令和元年 9 月）、「こらんしょふくしま」（（一社）福島市観

光コンベンション協会 HP、閲覧：令和元年 9 月）、「全国 観るなび」

（（公社）日本観光振興協会 HP、閲覧：令和元年 9 月）、「浄土平 磐梯

朝日国立公園」（環境省 HP、閲覧：令和元年 9 月）、「あづま総合運動公

園」（（公財）福島県都市公園・緑化協会 HP、閲覧：令和元年 9 月）、

「慈徳寺」（宝珠山 慈徳寺 HP、閲覧：令和元年 9 月） 

         より作成 
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3.1.7 放射性物質の分布の状況 

「放射線モニタリング情報」（原子力規制庁 HP、閲覧：令和元年 9 月）によると、対

象事業実施区域及びその周囲における、平成 30 年 1 月 1 日～12 月 31 日の空間線量の測

定結果は第 3.1-62 表に、測定地点は第 3.1-35 図に示すとおりである、なお、公共用水域

における測定は、対象事業実施区域及びその周囲では行われていない。 

 

第 3.1-62 表 空間線量測定結果（平成 30 年） 

（単位：μSv/h） 

市町村 調査地点 平均値 高さ(m) 

福島市 
福島市立佐原小学校 0.081 1.0 

手城森公園 0.097 1.0 

   注：固定型や可搬型モニタリングポストは、空気吸収線量率μGy/h （マイクログレイ毎時）で測

定しており、出典元では、環境放射線モニタリング指針（原子力安全委員会）に基づき、lμ
Gy/h= lμSv/h （マイクロシーベルト毎時）として換算し、実効線量を表示している。 
なお、リアルタイム線量測定システムは、lcm 線量当量率μSv/h を測定している。 

「放射線モニタリング情報全国及び福島県の空間線量測定結果」  
（原子力規制委員会 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成  
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第 3.1-35 図 空間線量測定地点における放射性物質濃度測定地点 
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3.2 社会的状況 

 人口及び産業の状況 

1. 人口の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体（福島市）における人口及び世帯数の推移は、

第 3.2-1 表及び第 3.2-1 図のとおりである。 

 

第 3.2-1 表 人口及び世帯数の推移 

区分 年 
人口（人） 世帯数 

（世帯） 総数 男 女 

福島市 

平成 17 年 290,869 140,013 150,856 108,536 

平成 22 年 292,590 140,723 151,867 113,074 

平成 27 年 294,247 144,690 149,557 122,269 

福島県 

平成 17 年 2,091,319 1,016,724 1,074,595 707,223 

平成 22 年 2,029,064 984,682 1,044,382 720,794 

平成 27 年 1,914,039 945,660 968,379 737,598 

〔「平成 17 年、22 年、27 年 国勢調査」（総務省統計局 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 

 

 

〔「平成 17 年、22 年、27 年 国勢調査」（総務省統計局 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 

第 3.2-1 図 人口及び世帯数の推移 
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2. 産業の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における産業別就業者数及び割合は、第 3.2-2

表のとおりである。 

産業別就業者割合は、いずれも第三次産業が多く、第一次産業が最も低い。 

 

第 3.2-2 表 産業別就業者数（平成 27 年 10 月 1 日現在） 
（単位：人、（）内は％） 

産業 福島市 福島県 

第一次産業 5,644(4.2) 59,780(6.7) 

農  業 5,459 56,690 

林  業 174 2,183 

漁  業 11 907 

第二次産業 32,308(24.0) 271,326(30.6) 

鉱業、採石業、砂利採取業 16 501 

建 設 業 11,957 100,019 

製 造 業 20,335 170,806 

第三次産業 96,449(71.8) 555,204(62.6) 

電気・ガス・熱供給・水道業 1,357 7,361 

情報通信業 2,342 8,502 

運輸業、郵便業 5,094 40,522 

卸売業、小売業 20,454 128,493 

金融業、保険業 3,854 16,644 

不動産業、物品賃貸業 2,048 10,848 

学術研究、専門・技術サービス業 4,096 21,999 

宿泊業、飲食サービス業 7,660 47,257 

生活関連サービス業、娯楽業 4,811 31,529 

教育、学習支援業 7,003 37,384 

医療、福祉 18,138 103,465 

複合サービス事業 1,187 10,262 

サービス業（他に分類されないもの） 9,322 57,237 

公  務（他に分類されるものを除く） 9,083 33,701 

分類不能の産業 6,034 35,823 

総   数 140,435 922,133 

注：1．分類不能の産業とは、産業分類上いずれの項目にも分類し得ない事業所をいう。 
2．割合は産業分類「分類不能の産業」を除いて算出した。 
3．割合は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。 

〔「平成 27 年 国勢調査」（総務省統計局 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 
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農業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における農作物作付（栽培）経営体数は、第

3.2-3 表のとおりである。 

 

第 3.2-3 表 主要な農作物作付（栽培）経営体数（平成 27 年） 
（単位：経営体） 

区 分 種類 福島市 福島県 

作 物 

稲 2,530  43,929  

麦類 2  158  

雑穀 19  3,076  

いも類 270  4,353  

豆類 211  3,092  

工芸農作物 12  603  

野菜類 771  14,038  

花き類・花木 254  1,543  

その他の作物 81  1,376  

〔「2015 年農林業センサス」（農林水産省 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 

 

林業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における所有形態別林野面積は、第 3.2-4 表の

とおりである。 

 

第 3.2-4 表 所有形態別林野面積（平成 27 年） 
（単位：ha） 

区分 
林野 

面積計 

国有林 民有林 

小計 林野庁 その他 
官庁 小計 独立行政 

法人等 公有林 私有林 

福島市 49,255 29,060 28,939 121 20,195 913 3,148 16,134 

福島県 943,762 373,963 371,759 2,204 569,799 13,004 95,386 461,409 

〔「2015 年農林業センサス」（農林水産省 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 

  



3.2-4 

(152) 

商業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における商業の状況は、第 3.2-5 表のとおりで

ある。 

 

第 3.2-5 表 商業の状況（平成 28 年） 

業 種 区分 福島市 福島県 

卸売業 

事業所数（事業所） 650 5,022 

従業者数（人） 5,592 38,737 

年間商品販売額（百万円） 482,926 2,716,855 

小売業 

事業所数（事業所） 2,076 17,042 

従業者数（人） 16,179 112,699 

年間商品販売額（百万円） 353,689 2,183,996 

合計 

事業所数（事業所） 2,726 22,064 

従業者数（人） 21,771 151,436 

年間商品販売額（百万円） 836,615 4,900,851 

注:平成 28 年 6 月 1 日時点の値である。 
〔「平成 28 年経済センサス－活動調査」（総務省・経済産業省 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 

 

工業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における工業の状況は、第 3.2-6 表のとおりで

ある。 

 

第 3.2-6 表 工業の状況（従業員 4 人以上）（平成 30 年） 

区分 福島市 福島県 

事業所数（事業所） 327 3,559 

従業者数（人） 16,925 158,584 

製造品出荷額等（百万円） 571,687 5,120,375 

注:平成 30 年 6 月 1 日時点の値である。 
〔「平成 30 年 工業統計表［地域別統計表データ］」（経済産業省 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 
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 土地利用の状況 

1. 土地利用の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における地目別土地利用の現況は、第 3.2-7 表

及び第 3.2-2 図のとおりである。 

 

第 3.2-7 表 地目別土地利用の現況（平成 30 年） 
（単位：ha、（ ）内は％） 

区分 田 畑 宅地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他 総数 

福島市 
3,738 7,664 4,811 112 13,750 68 3,746 2,036 41,238 77,161 

(4.8) (9.9) (6.2) (0.1) (17.8) (0.1) (4.9) (2.6) (53.4) (100) 

福島県 
111,290 76,809 48,905 5,689 657,176 4,488 39,004 29,963 406,628 1,379,953 

(8.1) (5.6) (3.5) (0.4) (47.6) (0.3) (2.8) (2.2) (29.5) (100) 

注:1. 四捨五入の関係で面積及び割合の合計は一致しないことがある。 
2. 平成 30 年 10 月 1 日現在の値である。 

〔「第 133 回福島県統計年鑑 2019」（福島県 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 
 

 
〔「第 133 回福島県統計年鑑 2019」（福島県 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 

第 3.2-2 図 地目別土地利用の現況（平成 30 年） 
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2. 土地利用規制の状況 

土地利用計画に基づく地域の指定状況 

「国土利用計画法」（昭和 49 年法律第 92 号）に基づき定められた土地利用基本計画に

よると、対象事業実施区域は主に農業地域となっている。 

 

1)都市地域 

対象事業実施区域及びその周囲の都市地域は第 3.2-3 図のとおりであり、対象事業実施

区域の周囲には都市区域が分布している。 

 

2)農業地域 

対象事業実施区域及びその周囲の農業地域は第 3.2-4 図のとおりであり、対象事業実施

区域及びその周囲には農業区域が分布している。 

 

3)森林地域 

対象事業実施区域及びその周囲の森林地域は第 3.2-5 図のとおりであり、対象事業実施

区域及びその周囲には森林区域が分布している。 

 

都市計画に基づく用途地域の指定状況 

対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）の規定

に基づく用途地域の指定はない。 
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第 3.2-3 図 土地利用基本計画図（都市地域） 

「国土数値情報（都市地域データ）」（国土交
通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：令和
元年 9 月） 

より作成 
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第 3.2-4 図 土地利用基本計画図（農業地域） 

「国土数値情報（農業地域データ）」（国土交
通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：令
和元年 9 月） 

より作成 
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第 3.2-5 図 土地利用基本計画図（森林地域） 

「国土数値情報（森林地域データ）」（国土
交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：
令和元年 9 月） 

より作成 
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 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

1. 河川及び湖沼の利用状況 

水道用水としての利用 

福島市における上水道事業による水源別年間取水量は第 3.2-8 表のとおりである。 

福島市では、摺上川ダム（阿武隈川水系摺上川）を水源とする福島地方水道用水供給

企業団で処理された浄水を受水し、水道水を供給している。福島地方水道用水供給企業

団による上水道事業の概要は第 3.2-9 表のとおりである。 

その他、対象事業実施区域及びその周囲における簡易水道事業による水源別年間取水

量は第 3.2-10 表に、専用水道事業の取水状況は第 3.2-11 表のとおりである。 

なお、福島市には工業用水道事業による河川及び湖沼からの取水はない。 

 

第 3.2-8 表 上水道事業による水源別年間取水量 

（単位：千 m3） 

事業主体名 

地表水 地下水 

湧水 
浄水 
受水 

合計 
ダム直接 ダム放流 湖水 

表流水 
（自流） 

伏流水 浅井戸 深井戸 

福島市 － － － 118 － － － 77 30,968 31,163 

〔「平成 29 年度 福島県の水道（平成 30 年 3 月 31 日現在）」（福島県 HP、閲覧：令和元年 9 月） より作成〕 

 

第 3.2-9 表 上水道事業の概要（福島地方水道用水供給企業団） 

事業主体名 水源 取水地点 供給市町村 

福島地方水道用水供給企業団 
摺上川ダム 

（阿武隈川水系摺上川） 

福島県福島市飯坂

町茂庭蝉狩野山 25
地先 

福島市、二本松

市、伊達市、川俣

町、桑折町、国見町 

〔「平成 29 年度 福島県の水道（平成 30 年 3 月 31 日現在）」（福島県 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 

 

第 3.2-10 表 簡易水道事業による水源別年間取水量 

（単位：m3） 

簡易水道 
名称 

地表水 地下水 

湧水 
浄水 
受水 

合計 
ダム直接 ダム放流 湖水 

表流水 
（自流） 

伏流水 浅井戸 深井戸 

佐原第一 － － － － 46,334 － － － － 46,334 

〔「平成 29 年度 福島県の水道（平成 30 年 3 月 31 日現在）」（福島県 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 
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第 3.2-11 表 専用水道事業の取水状況（平成 29 年度） 

町村 施設名 水源 
現在給

水人口 
（人） 

施設能力 
（m3/日） 

福島市 
福島県 あづま総合運動公園専用水道 湧水、深井戸 0 729 

竹ノ森専用水道組合 竹ノ森専用水道 湧水 110 66 

〔「平成 29 年度 福島県の水道（平成 30 年 3 月 31 日現在）」（福島県 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 

 

農業用水としての利用 

対象事業実施区域及びその周囲では、農業用水による河川及び湖沼の利用はない。 

 

内水面漁業による利用 

対象事業実施区域及びその周囲の河川及びため池には、第 3.2-12 表及び第 3.2-6 図のと

おり、漁業権が設定されている。 

 

第 3.2-12 表 漁業権の内容（第五種共同漁業権） 

県 免許番号 漁場の位置及び漁場の区域 漁業の種類 漁業の時期 漁業権者 

福島県 

内共 

第 11 号 

（阿武隈川） 

福島及び宮城県境から上流の

阿武隈川本流及び支流の区域 

（竜生貯水池、西郷貯水池、

南湖、白坂ため池、山舟生

川、大笹生ダム堰堤から上流

の八反田川、松川、鍛冶屋川

と須川との合流点から上流の

須川、白津川、堀越川、多田

野川及び黄金川を除く） 

こい漁業 

ふな漁業 

うぐい漁業 

うなぎ漁業 

わかさぎ漁業 

1 月 1 日～ 

12 月 31 日 
阿武隈川 

漁業協同組合 
いわな漁業 

やまめ漁業 

4 月 1 日～ 

9 月 30 日 

あゆ漁業 
6 月 1 日～ 

12 月 31 日 

「福島県水産要覧」（福島県 HP、閲覧：令和元年 9 月） 
「福島県報 号外第 61 号 別冊第五種共同漁業権免許」（福島県、平成 25 年） 

より作成 

 

 

  



3.2-12 

(160) 

 

第 3.2-6 図 漁業権の設定状況 

「福島県水産要覧」(福島県 HP、閲覧：令
和元年 9 月） 

「福島県報 号外第 61号 別冊第五種共同
漁業権免許」(福島県、平成 25 年） 

より作成 
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2. 地下水の利用状況 

福島市における上水道事業による水源別年間取水量は前述の第 3.2-8 表のとおりであ

り、湧水からの取水がある。 

対象事業実施区域及びその周囲における簡易水道事業は前述の第 3.2-10 表のとおりで

あり、伏流水からの取水がある。また、専用水道事業による地下水の取水状況は前述の

第 3.2-11 表のとおりであり、湧水及び深井戸からの取水がある。取水地点がある範囲は

第 3.2-7 図のとおりである。 

なお、福島市には工業用水道事業による地下水からの取水はない。 

  



3.2-14 

(162) 

 

第 3.2-7 図 水道用水の取水地点 

「平成 29 年度 福島県の水道（平成 30 年 3
月 31 日現在）」(福島県 HP、閲覧：令和元
年 9 月） 

より作成 
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 交通の状況 

1. 陸上交通の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における主要な道路網は、第 3.2-8 図のとおりであり、

一般国道 115 号、主要地方道福島吾妻裏磐梯線（福島県道 70 号）及び一般県道福島微温

湯線（福島県道 126 号）が通っている。 

また、平成 27 年度の交通量調査の結果は第 3.2-13 表のとおりである。 

 

第 3.2-13 表 主要道路の交通量調査結果（平成 27 年度） 

（単位：台） 

道路名 起点 終点 
交通量 

（12 時間） 
交通量 

（24 時間） 

一般国道 115 号 上名倉飯坂伊達線 南福島停車場線 8,807 11,097 

主要地方道 
福島吾妻裏磐梯線 

（福島県道 70 号） 
上名倉飯坂伊達線 － 2,784 3,396 

一般県道 
福島微温湯線 

（福島県道 126 号） 
上名倉飯坂伊達線 － 5,745 7,181 

注 1：12 時間及び 24 時間の観測時間帯は以下のとおりとする。 
12 時間観測：午前 7 時～午後 7 時 
24 時間観測：午前 7 時～翌日午前 7 時または午前 0 時～翌日午前 0 時 

「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査結果」 
（国土交通省 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成 
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第 3.2-8 図 主要な道路網 

「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査
一般交通量調査結果」（国土交通省 HP、閲
覧：令和元年 9 月） 

より作成 
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 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の

状況及び住宅の配置の概況 

環境の保全についての配慮が特に必要な施設（以下「配慮が特に必要な施設」とい

う。）として、学校、医療機関、社会福祉施設等が挙げられる。対象事業実施区域及びそ

の周囲における配慮が特に必要な施設は、第 3.2-14 表及び第 3.2-9 図のとおりである。 

 

第 3.2-14 表 配慮が特に必要な施設（学校） 

区 分 施設名 所在地 

小学校 福島市立佐原小学校 福島県福島市佐原字田中前 24 

〔「市町村立学校一覧」（福島県教育委員会 HP、閲覧：令和元年 9 月） より作成〕 
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第 3.2-9 図 配慮が特に必要な施設の配置状況及び住宅の配置の概況 

「市町村立学校一覧」（福島県教育委員会 HP、 
閲覧：令和元年 9 月）   

より作成 
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 下水道の整備状況 

福島市における下水道処理を含む汚水処理人口普及状況は､第 3.2-15 表のとおりであ

る。平成 29 年度の福島市における下水道処理人口普及率は 65.7%、汚水処理人口普及率

は 85.4%である。 

 

第 3.2-15 表 汚水処理人口普及状況（平成 29 年度末） 

区 分 
行政人口

（人） 

汚水処理･整備人口（人） 普及率（％） 

下水道 
処理人口 

農業集落排 
水整備人口 

合併処理 
浄化槽 

処理人口 

その他 
整備人口 

計 

下水道 

処理人口 

普及率 

汚水 

処理人口 

普及率 

福島市 280,002 184,031 2,350 52,611 － 238,992 65.7 85.4 

福島県 1,843,923 982,843 119,384 419,888 1,685 1,523,800 53.3 82.6 

注：行政人口の値については、平成 29 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳による（福島県）。 
〔「第 133 回福島県統計年鑑 2019」（福島県 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 
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 廃棄物、温室効果ガスの排出の状況 

1. 一般廃棄物の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における平成 29 年度の一般廃棄物（ごみ）の

状況は、第 3.2-16 表のとおりである。 

一般廃棄物（ごみ）の総排出量は、福島市で 127,485t となっている。 

 

第 3.2-16 表 一般廃棄物（ごみ）の状況（平成 29 年度） 

区分 

総排 
出量 

 自家 
処理
量 

ごみ 
処理量 

 中間処理
後再生 
利用量 

最終 
処分量 

リサイ 
クル率 

計画 
収集量 

直接 
搬入量 

集団 
回収量 

直接 
資源化量 

(ｔ) (ｔ) (ｔ) (ｔ) (ｔ) (ｔ) (ｔ) (ｔ) (ｔ) (%) 

福島市 127,485 104,079 20,908 2,498 0 119,830 4,347 4,558 4,263 9.3 

福島県 737,242 633,885 80,768 22,589 0 711,139 26,331 48,429 66,724 13.3 

注：リサイクル率 
＝（直接資源化量+中間処理後再生使用量+集団回収量）/（ごみ処理量+集団回収量）×100 

〔「一般廃棄物処理実態調査」（環境省 HP、閲覧：令和元年 9 月）より作成〕 

 

2. 産業廃棄物の状況 

福島県における産業廃棄物の状況は、第 3.2-17 表のとおりである。 

また、産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場の施設数は第 3.2-18 表、対象事業実

施区域から半径約 50km の範囲における分布状況は第 3.2-10 図のとおりである。平成 24

年度現在、中間処理施設 159 ヶ所、最終処分場 24 ヶ所が分布している。 

 

第 3.2-17 表 産業廃棄物の状況（平成 29 年度） 
（単位：千 t/年） 

県 排出量 減量化量 再生利用量 保管量 最終処分量 

福島県 7,844 3,343 3,956 1 544 

「平成 30 年度福島県産業廃棄物排出処理状況確認調査業務報告書（平成 29 年度実績）」 
（福島県 HP、閲覧：令和元年 9 月） より作成 

 

 

  


