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■測定・検査結果は，宮城県放射線・放射能に関するポータルサイト「放射能情報サイト
みやぎ」に掲載しており，過去の結果も参照できるほか，Ｑ＆Ａなどの関連する放射線・
放射能情報も掲載しています。

■各地点の空間放射線量
   を確認できます

■線量の推移をグラフで
   確認できます

■用語の解説などを確認
　できます

■測定結果を体系
　的に理解するこ
　とができます

■市町村ごとの農林水産
   物検査結果をマップか
　ら確認できます

■市町村をクリックする
　と品目ごとの農林水産
　物検査結果を確認でき
　ます

放射線・放射能に関する電話相談窓口

宮城県　環境生活部　原子力安全対策課
〒９８０－８５７０  宮城県仙台市青葉区本町３－８－１

この印刷物は広報交付金により1,000部作成し, 一部当たりの単価は92円です。

福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質に対する不安や疑問について，相談をお受けしています。

測定器の一例学校などの空間放射線量率の推移
※各年度ともおおむね7月から8月までの間に測定

可搬型モニタリングポスト
固定型モニタリングポスト

モニタリングポストによる放射線量測定

■放射線量の変動をより迅速に把握するため，24時間連続で
　測定し，リアルタイムでホームページで公表しています。
■平成27年8月1日 　午前9時時点　高さ１ｍ
　　　仙台市　　      0.043
　　　栗原市　　      0.061
　　　丸森町筆甫　   0.113
　　　気仙沼市　　   0.041（マイクロシーベルト／時）

学校などの校庭・園庭の放射線量測定
■子どもの生活環境の安全を確認するた
め，市町村の協力により，平成23年度か
ら毎年度，県内の学校，幼稚園，保育所な
どの空間放射線量率を測定しています。
■平成25年度以降の測定では，国が校庭
等の除染実施の目安としている毎時
0.23マイクロシーベルト以上の学校は
ありませんでした。

県内各市町村定点及び測定車両での放射線量測定

■県内の市町村などに携帯型の放射線測定器を配備し，必要に応じて空間放射線量
率を測定するとともに，県内各地の道路周辺の空間放射線量率の分布や推移を測
定車両（走行サーベイ）により確認しています。平成 23 年 6 月に福島第一原子
力発電所から 100km 圏内で第一次走行サーベイが実施され，平成 26 年 12 月
まで9回実施されました。

航空機モニタリング

■放射性物質の広域的な分布状況や各地域の放射線量を把握するため，
　航空機による測定を実施しています。
■平成 23 年 6 月に県内全域の航空機モニタリングが実施され，平成
26年11月までに5回実施されました。
■モニタリングの結果から，宮城県については県南部と北部の一部の
放射線量（空間放射線量率※）が高くなっていますが，複数回のモニ
タリングにより経時的に減少していることも確認されています。

※空間の単位時間当たりの放射線量のことで放射性物質による汚染の指標の一つとして用いられて
います。

第9次走行サーベイ（平成26年11月 4日～12月 5日）

航空機モニタリング（平成26年11月 7日現在）

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai

受付時間 8：3０～１７：15まで　※土日祝日を除く。電話番号　０２２－２１１－２３４０

http://www.r-info-miyagi.jp/m/（携帯版）

海水　　　    放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 7箇所（沿岸）／月2回

平成26年度
（実施主体 :  　
 国，東京電力）

不検出（0.003未満）

0.026

海底土　　   放射性セシウム（ベクレル /kg）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 6箇所／年3回

平成26年度
（実施主体 : 国）

3.6
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河川底質　   放射性セシウム（ベクレル /kg）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 43箇所／年4回

平成26年度
（実施主体 : 国）

0.92

1,620

湖沼水　        放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 21箇所／年3回

平成26年度
（実施主体 : 国） 不検出（2未満）

湖沼底質　   放射性セシウム（ベクレル /kg）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 21箇所／年3回

平成26年度
（実施主体 : 国）

11.7

2,220

降下物　  放射性セシウム（メガベクレル /㎢）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 1箇所／月1回

平成26年度
（実施主体 : 県）

0.46

3.6

大気浮遊じん　放射性セシウム（ミリベクレル /㎥）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 1箇所／年4回

平成26年度
（実施主体 : 県）

不検出（0.011未満）

0.0081

井戸水　       放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

飲料水としての基準値 10

測定箇所数／頻度 24箇所／年1回

平成26年度
（実施主体 : 国） 不検出（2未満）

プール水       放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

飲料水としての基準値 10

測定箇所数／頻度 39箇所／
6～8月に1回ずつ

平成26年度
（実施主体 : 県） 不検出（2未満）

スキー場の雪   放射性セシウム（ベクレル /kg）

9

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 9箇所／年1回

平成26年度
（実施主体 : 県） 不検出（2未満）

海水浴場の海水  放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 4箇所／年1回

平成26年度
（実施主体 : 県） 不検出（2未満）

生活環境の放射線及び
放射能測定の概要

　東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により環境中に放出された放射性物質の影響は，宮城県にも
及んでいます。県では，国や市町村と協力し，県民の不安払拭，食品の安全確保のために生活環境や農林水
産物などの測定・検査を実施しています。
このパンフレットでは，放射性物質の測定や検査のあらましについて，県民の皆さまへわかりやすくご説明
します。

放射線・放射能とは
■ 放 射 線 ・・・放射性物質（放射線を出す性質を持つ物質）から発生する
                           エネルギーを持った粒子または電磁波のこと。
■ 放 射 能 ・・・放射線を出す能力のこと。
■ベクレル・・・そのものが持つ放射能の強さを示し，例えば，“50ベクレ
                           ル /kg”のように，単位量あたりで表します。
■シーベルト・・・放射線を受けた際の人体への影響を示し，例えば，“0.5 マ
                           イクロシーベルト毎時”のように，単位時間（年）あたり
                           で表します。　

平成２7 年 8 月改訂
宮 　　城 　　県 

懐中電灯

放射性物質

光

放
射
線

光を出す能力

放射線を出す能力

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 3箇所／月2回

平成26年度
（実施主体 : 県） 不検出（2未満）

港湾の海水  放射性セシウム（ベクレル /L）

国，県及び市町村において，
定期的に環境中の放射線・
放射能のモニタリングを
実施しています。

河川水　　    放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 43箇所／年4回

平成26年度
（実施主体 : 国） 不検出（2未満）

※特に断りのないものは平成２6年度の結果を
　示しています。
※基準値があるものについては，基準値を明記しています。
※上段のイラストは放射性物質濃度の測定結果を示し，
　下段の枠内は空間放射線量率の測定結果を示しています。
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　下段の枠内は空間放射線量率の測定結果を示しています。

モニタリングポスト
設置箇所
市町村の独自設置
分を含め76ヶ所

ポスト

自設置
ヶ所

気仙沼市

南三陸町

石巻市

女川町

登米市

栗原市

大崎市

涌谷町

美里町

加美町

色麻町
大衡村

大和町

冨谷町

大郷町

松島町

東松島市

利府町

多賀城市
塩竈市

七ヶ浜町
仙台市

川崎町

蔵王町
村田町

名取市

岩沼市

亘理町

山元町

角田市

丸森町

白石市七ヶ宿町

柴田町
大河原町

青葉区

太白区

泉区

宮城野区

若林区

放射能情報サイトみやぎ
http://www.r-info-miyagi.jp/

■測定・検査結果は，宮城県放射線・放射能に関するポータルサイト「放射能情報サイト
みやぎ」に掲載しており，過去の結果も参照できるほか，Ｑ＆Ａなどの関連する放射線・
放射能情報も掲載しています。

■各地点の空間放射線量
   を確認できます

■線量の推移をグラフで
   確認できます

■用語の解説などを確認
　できます

■測定結果を体系
　的に理解するこ
　とができます

■市町村ごとの農林水産
   物検査結果をマップか
　ら確認できます

■市町村をクリックする
　と品目ごとの農林水産
　物検査結果を確認でき
　ます

放射線・放射能に関する電話相談窓口

宮城県　環境生活部　原子力安全対策課
〒９８０－８５７０  宮城県仙台市青葉区本町３－８－１

この印刷物は広報交付金により1,000部作成し, 一部当たりの単価は92円です。

福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質に対する不安や疑問について，相談をお受けしています。

測定器の一例学校などの空間放射線量率の推移
※各年度ともおおむね7月から8月までの間に測定

可搬型モニタリングポスト
固定型モニタリングポスト

モニタリングポストによる放射線量測定

■放射線量の変動をより迅速に把握するため，24時間連続で
　測定し，リアルタイムでホームページで公表しています。
■平成27年8月1日 　午前9時時点　高さ１ｍ
　　　仙台市　　      0.043
　　　栗原市　　      0.061
　　　丸森町筆甫　   0.113
　　　気仙沼市　　   0.041（マイクロシーベルト／時）

学校などの校庭・園庭の放射線量測定
■子どもの生活環境の安全を確認するた
め，市町村の協力により，平成23年度か
ら毎年度，県内の学校，幼稚園，保育所な
どの空間放射線量率を測定しています。
■平成25年度以降の測定では，国が校庭
等の除染実施の目安としている毎時
0.23マイクロシーベルト以上の学校は
ありませんでした。

県内各市町村定点及び測定車両での放射線量測定

■県内の市町村などに携帯型の放射線測定器を配備し，必要に応じて空間放射線量
率を測定するとともに，県内各地の道路周辺の空間放射線量率の分布や推移を測
定車両（走行サーベイ）により確認しています。平成 23 年 6 月に福島第一原子
力発電所から 100km 圏内で第一次走行サーベイが実施され，平成 26 年 12 月
まで9回実施されました。

航空機モニタリング

■放射性物質の広域的な分布状況や各地域の放射線量を把握するため，
　航空機による測定を実施しています。
■平成 23 年 6 月に県内全域の航空機モニタリングが実施され，平成
26年11月までに5回実施されました。

■モニタリングの結果から，宮城県については県南部と北部の一部の
放射線量（空間放射線量率※）が高くなっていますが，複数回のモニ
タリングにより経時的に減少していることも確認されています。

※空間の単位時間当たりの放射線量のことで放射性物質による汚染の指標の一つとして用いられて
います。

第9次走行サーベイ（平成26年11月 4日～12月 5日）

航空機モニタリング（平成26年11月 7日現在）

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai

受付時間 8：3０～１７：15まで　※土日祝日を除く。電話番号　０２２－２１１－２３４０

http://www.r-info-miyagi.jp/m/（携帯版）

海水　　　    放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 7箇所（沿岸）／月2回

平成26年度
（実施主体 :  　
 国，東京電力）

不検出（0.003未満）

0.026

海底土　　   放射性セシウム（ベクレル /kg）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 6箇所／年3回

平成26年度
（実施主体 : 国）

3.6

97

河川底質　   放射性セシウム（ベクレル /kg）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 43箇所／年4回

平成26年度
（実施主体 : 国）

0.92

1,620

湖沼水　        放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 21箇所／年3回

平成26年度
（実施主体 : 国） 不検出（2未満）

湖沼底質　   放射性セシウム（ベクレル /kg）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 21箇所／年3回

平成26年度
（実施主体 : 国）

11.7

2,220

降下物　  放射性セシウム（メガベクレル /㎢）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 1箇所／月1回

平成26年度
（実施主体 : 県）

0.46

3.6

大気浮遊じん　放射性セシウム（ミリベクレル /㎥）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 1箇所／年4回

平成26年度
（実施主体 : 県）

不検出（0.011未満）

0.0081

井戸水　       放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

飲料水としての基準値 10

測定箇所数／頻度 24箇所／年1回

平成26年度
（実施主体 : 国） 不検出（2未満）

プール水       放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

飲料水としての基準値 10

測定箇所数／頻度 39箇所／
6～8月に1回ずつ

平成26年度
（実施主体 : 県） 不検出（2未満）

スキー場の雪   放射性セシウム（ベクレル /kg）

9

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 9箇所／年1回

平成26年度
（実施主体 : 県） 不検出（2未満）

海水浴場の海水  放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 4箇所／年1回

平成26年度
（実施主体 : 県） 不検出（2未満）

生活環境の放射線及び
放射能測定の概要

　東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により環境中に放出された放射性物質の影響は，宮城県にも
及んでいます。県では，国や市町村と協力し，県民の不安払拭，食品の安全確保のために生活環境や農林水
産物などの測定・検査を実施しています。
このパンフレットでは，放射性物質の測定や検査のあらましについて，県民の皆さまへわかりやすくご説明
します。

放射線・放射能とは
■ 放 射 線 ・・・放射性物質（放射線を出す性質を持つ物質）から発生する
                           エネルギーを持った粒子または電磁波のこと。
■ 放 射 能 ・・・放射線を出す能力のこと。
■ベクレル・・・そのものが持つ放射能の強さを示し，例えば，“50ベクレ
                           ル /kg”のように，単位量あたりで表します。
■シーベルト・・・放射線を受けた際の人体への影響を示し，例えば，“0.5 マ
                           イクロシーベルト毎時”のように，単位時間（年）あたり
                           で表します。　

平成２7 年 8 月改訂
宮 　　城 　　県 

懐中電灯

放射性物質

光

放
射
線

光を出す能力

放射線を出す能力

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 3箇所／月2回

平成26年度
（実施主体 : 県） 不検出（2未満）

港湾の海水  放射性セシウム（ベクレル /L）

国，県及び市町村において，
定期的に環境中の放射線・
放射能のモニタリングを
実施しています。

河川水　　    放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 43箇所／年4回

平成26年度
（実施主体 : 国） 不検出（2未満）

※特に断りのないものは平成２6年度の結果を
　示しています。
※基準値があるものについては，基準値を明記しています。
※上段のイラストは放射性物質濃度の測定結果を示し，
　下段の枠内は空間放射線量率の測定結果を示しています。



特別な配慮が必要とされる飲料水，牛乳，乳児用食品以外のすべて
の食品

小児の期間は放射性物質への感受性が高い可能性が指摘されている
ために設定

すべての人が飲み，代わりがないものとして設定

子どもは牛乳をたくさん飲むために設定

食品中の放射性物質について 農　林　水　産　物　の　放　射　能　の　測　定

学校給食の放射能検査

食品中の放射性物質測定の流れ

Ｑ　基準値を超えた食品を食べてしまった場合はどのくらいの影響がありますか？
Ａ　仮に大人１人が２００ベクレル /kg の放射性セシウムを含んだ食品を１ｋｇ食べてしまった場合，被ばく線量は０．
００２６ミリシーベルト（セシウム１３７として計算）であり，食品からの被ばく線量の上限とされている年間１ミリ
シーベルトと比較して非常に小さい値です。なお，仮に半減期が３０年と長いセシウム１３７が体内に入った場合，
代謝や排泄などにより，成人では３ヶ月，１歳児では半月程度で半分になります。

＜ベクレルからシーベルトへの換算＞
食品から放射性物質を摂取した場合，人体への影響を計算する方法があります。

Ｑ　放射性セシウム以外の放射性物質の影響はどう評価していますか？
Ａ　特に福島第一原子力発電所事故直後に検出されていた放射性ヨウ素は，現在は検出されていませんので，現在
運用されている基準値では設定されませんでした。その他の放射性物質（ストロンチウム９０やプルトニウムなど）
は，放射性セシウムと比較して環境中への放出量が少なく，放射性セシウムとの比率も分かっていることから，こ
れらその他の放射性物質の影響も合わせて，被ばく線量が１ミリシーベルトを超えないように放射性セシウムの基
準値に含めて設定しています。
Ｑ　天然の放射性物質はどのように取り扱っているのですか？
Ａ　ほうれん草には天然の放射性物質であるカリウム４０がおよそ２００ベクレル /ｋｇ含まれているとされていま
す。これは一般食品の基準値１００ベクレル /ｋｇより高いですが，食品の基準値は人工の放射性セシウムに対して
定められたものであるため，カリウム４０などの天然の放射性物質は規制の対象とされていません。

県内の市町村では，家庭菜園等で栽培した野菜などの食品等の放射能測定を受け付けています。自宅の菜園で採れた
もの，山で採取したものなどに含まれる放射性物質が気になる方は，御利用ください。
○多くの市町村が予約制となっているほか，原則として自治体内の住民に限っています。
○家庭菜園で栽培した野菜など，持ち込むことができるものに条件がある場合があります。
○測定に要する野菜等の量や下処理方法などの条件もあります。そのため，持ち込みにあたっては必ず持ち込み先の市町
村の問い合わせ先に事前に確認してください。

　　食品に含まれている有害物質は法律で厳しく管理されていますが，これまで放射性物質に関する規定
はありませんでした。このため，厚生労働省が原発事故後に暫定的に設定したのが「暫定規制値」（食品
から受ける被ばく線量の上限を５ミリシーベルトとするもの）です。
　　その後，より一層長期的な観点で食品の安全と安心を確保するため，国際的なガイドラインを参考に，
平成２４年４月に新しい基準値を設定しました。この基準値は，食品中に含まれる放射性物質からの被
ばくを年間１ミリシーベルトを上限とし，この上限値を基に食品の摂取量や代謝などを考慮した上で算出
され，１年間食べ続けても１ミリシーベルトを超えないような数値とされています。
　　なお，基準値は食品衛生法上の成分規格として定められているため，基準値を超過した食品を製造，
輸入，加工，使用，調理，保存，販売することはできません。

ポイント

▼放射性セシウムの基準値（単位：ベクレル /kg）

食品中の放射性物質に関するQ&A

住民持込食材測定　各市町村問い合わせ先一覧

問い合わせ先市 町 村電話番号問い合わせ先市 町 村 電話番号

（実績は全て平成26年度のもの）

生産段階
■県内で生産される農産物，林産物，水産物，畜産物に含まれる放射性物質の検査を実施し，食品
衛生法に基づく基準値を超過した農林水産物が市場に出回らないようにしています。なお，出荷制
限または出荷自粛措置がとられているものは，県のホームページで公表しています。

■安全な食品が流通していることを確認するため，食品衛生法に基づき，食料品店等の店

頭から流通食品を抜き取り，放射性物質の検査を実施しています。

■検査体制

　ＮａＩ（CsI）シンチレーションスペクトル検出器４台とゲルマニウム半導体検出器１台を，

保健環境センターと食肉衛生検査所に配備して簡易検査及び精密検査を実施しています。

■検査結果

　　▼簡易検査点数　　314 点　　　基準超過　なし（平成 26 年４月～平成 27年 3月）

　　▼精密検査点数　　　90 点　　　基準超過　なし（平成 26 年４月～平成 27年 3月）

流通段階

■児童生徒等のより一層の安全安心の確保の観点から，学校給食の食材及び一食全体の放

射性物質の検査を実施しています。

＜食材サンプル検査＞
　■県内８箇所に簡易型放射能測定器を配備し，希望のあった学校・幼稚園・保育所など（国

公立・私立）の給食食材の事前検査を実施しています。

　■検査結果　 検査点数　937点　　基準超過　なし（平成26年5月～平成27年3月）

＜一食検査＞
　■県内11市町及び県立学校２校を対象に，民間の検査機関に委託して給食一食全体の事

後検査を実施しています。

　■検査結果　検査点数　250点　　基準超過　なし（平成 26 年 7月～平成 27年1月）

住民持込食材測定

■県内全市町村に測定機器が配置され，野菜等に含まれる放射性物質への不安払拭のため，

住民の希望に応じて，家庭菜園等で栽培した野菜や採取した山菜などの持ち込みによる

放射性物質測定を無償で実施しています。

■測定結果

   測定点数5,189 点　　　　基準※超過　442 点
※　食品衛生法で定める基準値（100 ベクレル /kg）を参考として運用しています。

消費段階

流通段階 消費段階

※1　精密検査実施目安：基準値の１／２超過。　　※2　県内食肉市場での検査頭数を示しています。

■検査体制

■検査結果（平成 26 年４月～平成 27年 3月末まで）

種類
簡易
検査

ＮａＩシンチレーションスペク
トル検出器　22 台

精密
検査

ゲルマニウム半導体検出器　
3台

事前検査
（スクリーニング検査）

・県内各地域で実施する簡易測定器を用いたモ
ニタリング検査 県合同庁舎等

産業技術総合センター，
水産技術総合センター，
古川農業試験場，
民間検査機関等

検査機器 区分 検査の内容 検査の場所

定期検査 ・毎週定期的に実施する検査

確認検査

・県が実施した簡易検査において精密検査の実
施の目安を超過したものの検査

・市町村等が実施した自主検査において基準値
を超過したものの検査

区分

ほうれんそう，きゅうり，きゃべつ，トマト，ねぎ，は
くさい，こまつな，だいこん，かぼちゃ，なす，たまねぎ，
ばれいしょ等

たけのこ，原木しいたけ，ふき，たらのめ，わらび，
こごみ，葉わさび，うど等

787点

193点

0点

原木ぶなはりたけ（露地），
原木まいたけ（露地），たらのめ，わらび

品目 検査点数

農産物 98品目

１15品目

1品目

52品目林産物

種別 精密検査実施目安※1の超過点数  

簡易
検査

区分

ほうれんそう，きゅうり，トマト，りんご，ねぎ，いちご，
こまつな，はくさい，だいこん，なす，きゃべつ，しゅ
んぎく，ばれいしょ等

1,986点 0点

品目 検査点数

穀類
を除
く農

産
物

108品目

36品目

米
麦
大豆
夏・秋そば

458点
43点
251点
106点

0点
0点
0点
0点

穀類 ４品目

原木しいたけ，菌床しいたけ，たけのこ，こしあぶら，
たらのめ，こごみ，菌床まいたけ，ぜんまい，菌床な
めこ，ふきのとう等

原乳 250点 0点

5点

こしあぶら，くさそてつ（こごみ），たけのこ， 
たらのめ，原木むきたけ，野生きのこ（うらべ
にほていしめじ，こうたけ，はいいろしめじ）

クロダイ，スズキ，イワナ（天然）

林産物

マダラ，ヒラメ，スズキ，アユ，アイナメ，マコガレイ，
ヒガンフグ，マダラ（幼魚），マガレイ，ババガレイ，ブリ，
イシガレイ等

2，332点 5点

896点 19点

水産物

畜産物

1品目畜産物

種別 基準値の超過点数

精密
検査

■農産物：穀類，野菜類，果実類
■林産物：きのこ類，山菜類
■畜産物：原乳，牛肉（全頭検査）
■水産物：海産魚種，内水面魚種

■ミネラルウォーター，牛乳，加
工品（乳製品，ジャム，味噌，
漬物，豆腐，ベビーフードなど），
豚肉，鶏肉，鶏卵など

■学校給食の食材など
■家庭菜園で作った野菜，採取し
た山菜，きのこ，釣った魚など

生産段階

簡易型放射能測定器 ゲルマニウム半導体検出器

仙 台 市

石 巻 市
塩 竈 市
気仙沼市
白 石 市
名 取 市
角 田 市
多賀城市
岩 沼 市
登 米 市
栗 原 市
東松島市
大 崎 市
蔵 王 町

青葉区役所総務課
宮城総合支所保健福祉課
宮城野区役所総務課
若林区役所総務課
太白区役所総務課
秋保総合支所総務課
泉区役所区民生活課
環境放射線対策室
市民安全課
環境課
放射能対策室
クリーン対策課
生活環境課
生活環境課
生活環境課
農産園芸畜産課
放射能対策室
環境課
放射能測定室
農林観光課

022-225-7211（内 6888）
022-392-2111（内 5530）
022-291-2111（内 6116）
022-282-1111（内 6119）
022-247-1111（内 6900）
022-399-2111（内 5114）
022-372-3111（内 6149）
0225-95-1111（内 3366）
022-355-6486
0226-22-3417
0224-25-3720
022-384-2111
0224-63-2118
022-368-1141（内233）
0223-22-1111（内333,335）
0220-34-2713
0228-22-1172
0225-82-1111（内線1155）
0229-22-3051
0224-33-3004

七ヶ宿町
大河原町
村 田 町
柴 田 町
川 崎 町
丸 森 町
亘 理 町
山 元 町
松 島 町
七ヶ浜町
利 府 町
大 和 町
富 谷 町
大 衡 村
色 麻 町
加 美 町
涌 谷 町
美 里 町
女 川 町
南三陸町

農林建設課（農林係）
総務課
町民生活課
町民環境課
町民生活課
農林課
食品放射能測定室
町民生活課
ＪＡ仙台松島支店
環境生活課
産業振興課商工観光班
産業振興課
町民生活課
総務課
産業振興課
危機管理室
総務課防災交通室
防災管財課
企画課原子力対策係
環境対策課

0224-37-2113
0224-53-2111
0224-83-6401
0224-55-2113
0224-84-2111（内1114）
0224-72-2113
0223-35-7701
0223-37-1112
022-354-2101
022-357-7454
022-767-2120
022-345-1119
022-358-0515
022-345-5111
0229-65-2111
0229-63-5264
0229-43-2116
0229-33-2142
0225-54-3131（内222,225）
0226-46-5528

牛肉（全頭検査） 18,953※2頭 ０点

※実効線量とは，人体が放射線を受けた影響を

体全体で平均化した被ばく線量のことをいいま

す。実効線量係数（ミリシーベルト /ベクレル）

は，放射性物質の摂取後 50 年間（子どもは 70

歳まで）に受ける放射線量を計算するための換

算係数で，放射性物質の種類，年齢，摂取経路

ごとに国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）で設

定されています。１ベクレル /kg の放射性セシ

ウムを経口摂取した場合の実効線量係数は，セ

シウム137では 0.000013ミリシーベルトです。

知って
おきたい

検体の受付と
確認

その日の検体が県の検査機関に
搬入されます。

搬入された検体の一例（タマゴ）
です。

検査依頼表と照合し，併せて外観
に異常がないか確認します。

測定と結果の
確認

容器ごと，ゲルマニウム半導体検
出器（食品中の放射性物質を測
定する機器）に入れます。

結果は端末に表示されますので，
数値を確認します。

一定時間，検体中に含まれる放
射性物質の量を測定します。

検体の前処理

ハンディミキサーでかくはんし，均
一にします。魚などの場合は，食べ
る部分だけを取り，すりつぶします。

タマゴを必要量割って容器に入
れます。

専用の容器に入れます。

結果は県のＨＰ（放射能情
報サイトみやぎ）
で公表しています。

食品群 基準値 備　考

一般食品

乳児用食品

牛乳

飲料水

100

50

50

10

放射性物質が放射線を
出す能力（放射能）の
強さを表す単位

放射性物質の種類ごと
に示された係数

放射線による人体へ
の影響の大きさを表
す単位

ベクレル /kg 食べた量（kg） 実効線量係数※ ミリシーベルト× × =



特別な配慮が必要とされる飲料水，牛乳，乳児用食品以外のすべて
の食品

小児の期間は放射性物質への感受性が高い可能性が指摘されている
ために設定

すべての人が飲み，代わりがないものとして設定

子どもは牛乳をたくさん飲むために設定

食品中の放射性物質について 農　林　水　産　物　の　放　射　能　の　測　定

学校給食の放射能検査

食品中の放射性物質測定の流れ

Ｑ　基準値を超えた食品を食べてしまった場合はどのくらいの影響がありますか？
Ａ　仮に大人１人が２００ベクレル /kg の放射性セシウムを含んだ食品を１ｋｇ食べてしまった場合，被ばく線量は０．
００２６ミリシーベルト（セシウム１３７として計算）であり，食品からの被ばく線量の上限とされている年間１ミリ
シーベルトと比較して非常に小さい値です。なお，仮に半減期が３０年と長いセシウム１３７が体内に入った場合，
代謝や排泄などにより，成人では３ヶ月，１歳児では半月程度で半分になります。

＜ベクレルからシーベルトへの換算＞
食品から放射性物質を摂取した場合，人体への影響を計算する方法があります。

Ｑ　放射性セシウム以外の放射性物質の影響はどう評価していますか？
Ａ　特に福島第一原子力発電所事故直後に検出されていた放射性ヨウ素は，現在は検出されていませんので，現在
運用されている基準値では設定されませんでした。その他の放射性物質（ストロンチウム９０やプルトニウムなど）
は，放射性セシウムと比較して環境中への放出量が少なく，放射性セシウムとの比率も分かっていることから，こ
れらその他の放射性物質の影響も合わせて，被ばく線量が１ミリシーベルトを超えないように放射性セシウムの基
準値に含めて設定しています。
Ｑ　天然の放射性物質はどのように取り扱っているのですか？
Ａ　ほうれん草には天然の放射性物質であるカリウム４０がおよそ２００ベクレル /ｋｇ含まれているとされていま
す。これは一般食品の基準値１００ベクレル /ｋｇより高いですが，食品の基準値は人工の放射性セシウムに対して
定められたものであるため，カリウム４０などの天然の放射性物質は規制の対象とされていません。

県内の市町村では，家庭菜園等で栽培した野菜などの食品等の放射能測定を受け付けています。自宅の菜園で採れた
もの，山で採取したものなどに含まれる放射性物質が気になる方は，御利用ください。
○多くの市町村が予約制となっているほか，原則として自治体内の住民に限っています。
○家庭菜園で栽培した野菜など，持ち込むことができるものに条件がある場合があります。
○測定に要する野菜等の量や下処理方法などの条件もあります。そのため，持ち込みにあたっては必ず持ち込み先の市町
村の問い合わせ先に事前に確認してください。

　　食品に含まれている有害物質は法律で厳しく管理されていますが，これまで放射性物質に関する規定
はありませんでした。このため，厚生労働省が原発事故後に暫定的に設定したのが「暫定規制値」（食品
から受ける被ばく線量の上限を５ミリシーベルトとするもの）です。
　　その後，より一層長期的な観点で食品の安全と安心を確保するため，国際的なガイドラインを参考に，
平成２４年４月に新しい基準値を設定しました。この基準値は，食品中に含まれる放射性物質からの被
ばくを年間１ミリシーベルトを上限とし，この上限値を基に食品の摂取量や代謝などを考慮した上で算出
され，１年間食べ続けても１ミリシーベルトを超えないような数値とされています。
　　なお，基準値は食品衛生法上の成分規格として定められているため，基準値を超過した食品を製造，
輸入，加工，使用，調理，保存，販売することはできません。

ポイント

▼放射性セシウムの基準値（単位：ベクレル /kg）

食品中の放射性物質に関するQ&A

住民持込食材測定　各市町村問い合わせ先一覧

問い合わせ先市 町 村電話番号問い合わせ先市 町 村 電話番号

（実績は全て平成26年度のもの）

生産段階
■県内で生産される農産物，林産物，水産物，畜産物に含まれる放射性物質の検査を実施し，食品
衛生法に基づく基準値を超過した農林水産物が市場に出回らないようにしています。なお，出荷制
限または出荷自粛措置がとられているものは，県のホームページで公表しています。

■安全な食品が流通していることを確認するため，食品衛生法に基づき，食料品店等の店

頭から流通食品を抜き取り，放射性物質の検査を実施しています。

■検査体制

　ＮａＩ（CsI）シンチレーションスペクトル検出器４台とゲルマニウム半導体検出器１台を，

保健環境センターと食肉衛生検査所に配備して簡易検査及び精密検査を実施しています。

■検査結果

　　▼簡易検査点数　　314 点　　　基準超過　なし（平成 26 年４月～平成 27年 3月）

　　▼精密検査点数　　　90 点　　　基準超過　なし（平成 26 年４月～平成 27年 3月）

流通段階

■児童生徒等のより一層の安全安心の確保の観点から，学校給食の食材及び一食全体の放

射性物質の検査を実施しています。

＜食材サンプル検査＞
　■県内８箇所に簡易型放射能測定器を配備し，希望のあった学校・幼稚園・保育所など（国

公立・私立）の給食食材の事前検査を実施しています。

　■検査結果　 検査点数　937点　　基準超過　なし（平成26年5月～平成27年3月）

＜一食検査＞
　■県内11市町及び県立学校２校を対象に，民間の検査機関に委託して給食一食全体の事

後検査を実施しています。

　■検査結果　検査点数　250点　　基準超過　なし（平成 26 年 7月～平成 27年1月）

住民持込食材測定

■県内全市町村に測定機器が配置され，野菜等に含まれる放射性物質への不安払拭のため，

住民の希望に応じて，家庭菜園等で栽培した野菜や採取した山菜などの持ち込みによる

放射性物質測定を無償で実施しています。

■測定結果

   測定点数5,189 点　　　　基準※超過　442 点
※　食品衛生法で定める基準値（100 ベクレル /kg）を参考として運用しています。

消費段階

流通段階 消費段階

※1　精密検査実施目安：基準値の１／２超過。　　※2　県内食肉市場での検査頭数を示しています。

■検査体制

■検査結果（平成 26 年４月～平成 27年 3月末まで）

種類
簡易
検査

ＮａＩシンチレーションスペク
トル検出器　22 台

精密
検査

ゲルマニウム半導体検出器　
3台

事前検査
（スクリーニング検査）

・県内各地域で実施する簡易測定器を用いたモ
ニタリング検査 県合同庁舎等

産業技術総合センター，
水産技術総合センター，
古川農業試験場，
民間検査機関等

検査機器 区分 検査の内容 検査の場所

定期検査 ・毎週定期的に実施する検査

確認検査

・県が実施した簡易検査において精密検査の実
施の目安を超過したものの検査

・市町村等が実施した自主検査において基準値
を超過したものの検査

区分

ほうれんそう，きゅうり，きゃべつ，トマト，ねぎ，は
くさい，こまつな，だいこん，かぼちゃ，なす，たまねぎ，
ばれいしょ等

たけのこ，原木しいたけ，ふき，たらのめ，わらび，
こごみ，葉わさび，うど等

787点

193点

0点

原木ぶなはりたけ（露地），
原木まいたけ（露地），たらのめ，わらび

品目 検査点数

農産物 98品目

１15品目

1品目

52品目林産物

種別 精密検査実施目安※1の超過点数  

簡易
検査

区分

ほうれんそう，きゅうり，トマト，りんご，ねぎ，いちご，
こまつな，はくさい，だいこん，なす，きゃべつ，しゅ
んぎく，ばれいしょ等

1,986点 0点

品目 検査点数

穀類
を除
く農

産
物

108品目

36品目

米
麦
大豆
夏・秋そば

458点
43点
251点
106点

0点
0点
0点
0点

穀類 ４品目

原木しいたけ，菌床しいたけ，たけのこ，こしあぶら，
たらのめ，こごみ，菌床まいたけ，ぜんまい，菌床な
めこ，ふきのとう等

原乳 250点 0点

5点

こしあぶら，くさそてつ（こごみ），たけのこ， 
たらのめ，原木むきたけ，野生きのこ（うらべ
にほていしめじ，こうたけ，はいいろしめじ）

クロダイ，スズキ，イワナ（天然）

林産物

マダラ，ヒラメ，スズキ，アユ，アイナメ，マコガレイ，
ヒガンフグ，マダラ（幼魚），マガレイ，ババガレイ，ブリ，
イシガレイ等

2，332点 5点

896点 19点

水産物

畜産物

1品目畜産物

種別 基準値の超過点数

精密
検査

■農産物：穀類，野菜類，果実類
■林産物：きのこ類，山菜類
■畜産物：原乳，牛肉（全頭検査）
■水産物：海産魚種，内水面魚種

■ミネラルウォーター，牛乳，加
工品（乳製品，ジャム，味噌，
漬物，豆腐，ベビーフードなど），
豚肉，鶏肉，鶏卵など

■学校給食の食材など
■家庭菜園で作った野菜，採取し
た山菜，きのこ，釣った魚など

生産段階

簡易型放射能測定器 ゲルマニウム半導体検出器

仙 台 市

石 巻 市
塩 竈 市
気仙沼市
白 石 市
名 取 市
角 田 市
多賀城市
岩 沼 市
登 米 市
栗 原 市
東松島市
大 崎 市
蔵 王 町

青葉区役所総務課
宮城総合支所保健福祉課
宮城野区役所総務課
若林区役所総務課
太白区役所総務課
秋保総合支所総務課
泉区役所区民生活課
環境放射線対策室
市民安全課
環境課
放射能対策室
クリーン対策課
生活環境課
生活環境課
生活環境課
農産園芸畜産課
放射能対策室
環境課
放射能測定室
農林観光課

022-225-7211（内 6888）
022-392-2111（内 5530）
022-291-2111（内 6116）
022-282-1111（内 6119）
022-247-1111（内 6900）
022-399-2111（内 5114）
022-372-3111（内 6149）
0225-95-1111（内 3366）
022-355-6486
0226-22-3417
0224-25-3720
022-384-2111
0224-63-2118
022-368-1141（内233）
0223-22-1111（内333,335）
0220-34-2713
0228-22-1172
0225-82-1111（内線1155）
0229-22-3051
0224-33-3004

七ヶ宿町
大河原町
村 田 町
柴 田 町
川 崎 町
丸 森 町
亘 理 町
山 元 町
松 島 町
七ヶ浜町
利 府 町
大 和 町
富 谷 町
大 衡 村
色 麻 町
加 美 町
涌 谷 町
美 里 町
女 川 町
南三陸町

農林建設課（農林係）
総務課
町民生活課
町民環境課
町民生活課
農林課
食品放射能測定室
町民生活課
ＪＡ仙台松島支店
環境生活課
産業振興課商工観光班
産業振興課
町民生活課
総務課
産業振興課
危機管理室
総務課防災交通室
防災管財課
企画課原子力対策係
環境対策課

0224-37-2113
0224-53-2111
0224-83-6401
0224-55-2113
0224-84-2111（内1114）
0224-72-2113
0223-35-7701
0223-37-1112
022-354-2101
022-357-7454
022-767-2120
022-345-1119
022-358-0515
022-345-5111
0229-65-2111
0229-63-5264
0229-43-2116
0229-33-2142
0225-54-3131（内222,225）
0226-46-5528

牛肉（全頭検査） 18,953※2頭 ０点

※実効線量とは，人体が放射線を受けた影響を

体全体で平均化した被ばく線量のことをいいま

す。実効線量係数（ミリシーベルト /ベクレル）

は，放射性物質の摂取後 50 年間（子どもは 70

歳まで）に受ける放射線量を計算するための換

算係数で，放射性物質の種類，年齢，摂取経路

ごとに国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）で設

定されています。１ベクレル /kg の放射性セシ

ウムを経口摂取した場合の実効線量係数は，セ

シウム137では 0.000013ミリシーベルトです。

知って
おきたい

検体の受付と
確認

その日の検体が県の検査機関に
搬入されます。

搬入された検体の一例（タマゴ）
です。

検査依頼表と照合し，併せて外観
に異常がないか確認します。

測定と結果の
確認

容器ごと，ゲルマニウム半導体検
出器（食品中の放射性物質を測
定する機器）に入れます。

結果は端末に表示されますので，
数値を確認します。

一定時間，検体中に含まれる放
射性物質の量を測定します。

検体の前処理

ハンディミキサーでかくはんし，均
一にします。魚などの場合は，食べ
る部分だけを取り，すりつぶします。

タマゴを必要量割って容器に入
れます。

専用の容器に入れます。

結果は県のＨＰ（放射能情
報サイトみやぎ）
で公表しています。

食品群 基準値 備　考

一般食品

乳児用食品

牛乳

飲料水

100

50

50

10

放射性物質が放射線を
出す能力（放射能）の
強さを表す単位

放射性物質の種類ごと
に示された係数

放射線による人体へ
の影響の大きさを表
す単位

ベクレル /kg 食べた量（kg） 実効線量係数※ ミリシーベルト× × =



特別な配慮が必要とされる飲料水，牛乳，乳児用食品以外のすべて
の食品

小児の期間は放射性物質への感受性が高い可能性が指摘されている
ために設定

すべての人が飲み，代わりがないものとして設定

子どもは牛乳をたくさん飲むために設定

食品中の放射性物質について 農　林　水　産　物　の　放　射　能　の　測　定

学校給食の放射能検査

食品中の放射性物質測定の流れ

Ｑ　基準値を超えた食品を食べてしまった場合はどのくらいの影響がありますか？
Ａ　仮に大人１人が２００ベクレル /kg の放射性セシウムを含んだ食品を１ｋｇ食べてしまった場合，被ばく線量は０．
００２６ミリシーベルト（セシウム１３７として計算）であり，食品からの被ばく線量の上限とされている年間１ミリ
シーベルトと比較して非常に小さい値です。なお，仮に半減期が３０年と長いセシウム１３７が体内に入った場合，
代謝や排泄などにより，成人では３ヶ月，１歳児では半月程度で半分になります。

＜ベクレルからシーベルトへの換算＞
食品から放射性物質を摂取した場合，人体への影響を計算する方法があります。

Ｑ　放射性セシウム以外の放射性物質の影響はどう評価していますか？
Ａ　特に福島第一原子力発電所事故直後に検出されていた放射性ヨウ素は，現在は検出されていませんので，現在
運用されている基準値では設定されませんでした。その他の放射性物質（ストロンチウム９０やプルトニウムなど）
は，放射性セシウムと比較して環境中への放出量が少なく，放射性セシウムとの比率も分かっていることから，こ
れらその他の放射性物質の影響も合わせて，被ばく線量が１ミリシーベルトを超えないように放射性セシウムの基
準値に含めて設定しています。
Ｑ　天然の放射性物質はどのように取り扱っているのですか？
Ａ　ほうれん草には天然の放射性物質であるカリウム４０がおよそ２００ベクレル /ｋｇ含まれているとされていま
す。これは一般食品の基準値１００ベクレル /ｋｇより高いですが，食品の基準値は人工の放射性セシウムに対して
定められたものであるため，カリウム４０などの天然の放射性物質は規制の対象とされていません。

県内の市町村では，家庭菜園等で栽培した野菜などの食品等の放射能測定を受け付けています。自宅の菜園で採れた
もの，山で採取したものなどに含まれる放射性物質が気になる方は，御利用ください。
○多くの市町村が予約制となっているほか，原則として自治体内の住民に限っています。
○家庭菜園で栽培した野菜など，持ち込むことができるものに条件がある場合があります。
○測定に要する野菜等の量や下処理方法などの条件もあります。そのため，持ち込みにあたっては必ず持ち込み先の市町
村の問い合わせ先に事前に確認してください。

　　食品に含まれている有害物質は法律で厳しく管理されていますが，これまで放射性物質に関する規定
はありませんでした。このため，厚生労働省が原発事故後に暫定的に設定したのが「暫定規制値」（食品
から受ける被ばく線量の上限を５ミリシーベルトとするもの）です。
　　その後，より一層長期的な観点で食品の安全と安心を確保するため，国際的なガイドラインを参考に，
平成２４年４月に新しい基準値を設定しました。この基準値は，食品中に含まれる放射性物質からの被
ばくを年間１ミリシーベルトを上限とし，この上限値を基に食品の摂取量や代謝などを考慮した上で算出
され，１年間食べ続けても１ミリシーベルトを超えないような数値とされています。
　　なお，基準値は食品衛生法上の成分規格として定められているため，基準値を超過した食品を製造，
輸入，加工，使用，調理，保存，販売することはできません。

ポイント

▼放射性セシウムの基準値（単位：ベクレル /kg）

食品中の放射性物質に関するQ&A

住民持込食材測定　各市町村問い合わせ先一覧

問い合わせ先市 町 村電話番号問い合わせ先市 町 村 電話番号

（実績は全て平成26年度のもの）

生産段階
■県内で生産される農産物，林産物，水産物，畜産物に含まれる放射性物質の検査を実施し，食品
衛生法に基づく基準値を超過した農林水産物が市場に出回らないようにしています。なお，出荷制
限または出荷自粛措置がとられているものは，県のホームページで公表しています。

■安全な食品が流通していることを確認するため，食品衛生法に基づき，食料品店等の店

頭から流通食品を抜き取り，放射性物質の検査を実施しています。

■検査体制

　ＮａＩ（CsI）シンチレーションスペクトル検出器４台とゲルマニウム半導体検出器１台を，

保健環境センターと食肉衛生検査所に配備して簡易検査及び精密検査を実施しています。

■検査結果

　　▼簡易検査点数　　314 点　　　基準超過　なし（平成 26 年４月～平成 27年 3月）

　　▼精密検査点数　　　90 点　　　基準超過　なし（平成 26 年４月～平成 27年 3月）

流通段階

■児童生徒等のより一層の安全安心の確保の観点から，学校給食の食材及び一食全体の放

射性物質の検査を実施しています。

＜食材サンプル検査＞
　■県内８箇所に簡易型放射能測定器を配備し，希望のあった学校・幼稚園・保育所など（国

公立・私立）の給食食材の事前検査を実施しています。

　■検査結果　 検査点数　937点　　基準超過　なし（平成26年5月～平成27年3月）

＜一食検査＞
　■県内11市町及び県立学校２校を対象に，民間の検査機関に委託して給食一食全体の事

後検査を実施しています。

　■検査結果　検査点数　250点　　基準超過　なし（平成 26 年 7月～平成 27年1月）

住民持込食材測定

■県内全市町村に測定機器が配置され，野菜等に含まれる放射性物質への不安払拭のため，

住民の希望に応じて，家庭菜園等で栽培した野菜や採取した山菜などの持ち込みによる

放射性物質測定を無償で実施しています。

■測定結果

   測定点数5,189 点　　　　基準※超過　442 点
※　食品衛生法で定める基準値（100 ベクレル /kg）を参考として運用しています。

消費段階

流通段階 消費段階

※1　精密検査実施目安：基準値の１／２超過。　　※2　県内食肉市場での検査頭数を示しています。

■検査体制

■検査結果（平成 26 年４月～平成 27年 3月末まで）

種類
簡易
検査

ＮａＩシンチレーションスペク
トル検出器　22 台

精密
検査

ゲルマニウム半導体検出器　
3台

事前検査
（スクリーニング検査）

・県内各地域で実施する簡易測定器を用いたモ
ニタリング検査 県合同庁舎等

産業技術総合センター，
水産技術総合センター，
古川農業試験場，
民間検査機関等

検査機器 区分 検査の内容 検査の場所

定期検査 ・毎週定期的に実施する検査

確認検査

・県が実施した簡易検査において精密検査の実
施の目安を超過したものの検査

・市町村等が実施した自主検査において基準値
を超過したものの検査

区分

ほうれんそう，きゅうり，きゃべつ，トマト，ねぎ，は
くさい，こまつな，だいこん，かぼちゃ，なす，たまねぎ，
ばれいしょ等

たけのこ，原木しいたけ，ふき，たらのめ，わらび，
こごみ，葉わさび，うど等

787点

193点

0点

原木ぶなはりたけ（露地），
原木まいたけ（露地），たらのめ，わらび

品目 検査点数

農産物 98品目

１15品目

1品目

52品目林産物

種別 精密検査実施目安※1の超過点数  

簡易
検査

区分

ほうれんそう，きゅうり，トマト，りんご，ねぎ，いちご，
こまつな，はくさい，だいこん，なす，きゃべつ，しゅ
んぎく，ばれいしょ等

1,986点 0点

品目 検査点数

穀類
を除
く農

産
物

108品目

36品目

米
麦
大豆
夏・秋そば

458点
43点
251点
106点

0点
0点
0点
0点

穀類 ４品目

原木しいたけ，菌床しいたけ，たけのこ，こしあぶら，
たらのめ，こごみ，菌床まいたけ，ぜんまい，菌床な
めこ，ふきのとう等

原乳 250点 0点

5点

こしあぶら，くさそてつ（こごみ），たけのこ， 
たらのめ，原木むきたけ，野生きのこ（うらべ
にほていしめじ，こうたけ，はいいろしめじ）

クロダイ，スズキ，イワナ（天然）

林産物

マダラ，ヒラメ，スズキ，アユ，アイナメ，マコガレイ，
ヒガンフグ，マダラ（幼魚），マガレイ，ババガレイ，ブリ，
イシガレイ等

2，332点 5点

896点 19点

水産物

畜産物

1品目畜産物

種別 基準値の超過点数

精密
検査

■農産物：穀類，野菜類，果実類
■林産物：きのこ類，山菜類
■畜産物：原乳，牛肉（全頭検査）
■水産物：海産魚種，内水面魚種

■ミネラルウォーター，牛乳，加
工品（乳製品，ジャム，味噌，
漬物，豆腐，ベビーフードなど），
豚肉，鶏肉，鶏卵など

■学校給食の食材など
■家庭菜園で作った野菜，採取し
た山菜，きのこ，釣った魚など

生産段階

簡易型放射能測定器 ゲルマニウム半導体検出器

仙 台 市

石 巻 市
塩 竈 市
気仙沼市
白 石 市
名 取 市
角 田 市
多賀城市
岩 沼 市
登 米 市
栗 原 市
東松島市
大 崎 市
蔵 王 町

青葉区役所総務課
宮城総合支所保健福祉課
宮城野区役所総務課
若林区役所総務課
太白区役所総務課
秋保総合支所総務課
泉区役所区民生活課
環境放射線対策室
市民安全課
環境課
放射能対策室
クリーン対策課
生活環境課
生活環境課
生活環境課
農産園芸畜産課
放射能対策室
環境課
放射能測定室
農林観光課

022-225-7211（内 6888）
022-392-2111（内 5530）
022-291-2111（内 6116）
022-282-1111（内 6119）
022-247-1111（内 6900）
022-399-2111（内 5114）
022-372-3111（内 6149）
0225-95-1111（内 3366）
022-355-6486
0226-22-3417
0224-25-3720
022-384-2111
0224-63-2118
022-368-1141（内233）
0223-22-1111（内333,335）
0220-34-2713
0228-22-1172
0225-82-1111（内線1155）
0229-22-3051
0224-33-3004

七ヶ宿町
大河原町
村 田 町
柴 田 町
川 崎 町
丸 森 町
亘 理 町
山 元 町
松 島 町
七ヶ浜町
利 府 町
大 和 町
富 谷 町
大 衡 村
色 麻 町
加 美 町
涌 谷 町
美 里 町
女 川 町
南三陸町

農林建設課（農林係）
総務課
町民生活課
町民環境課
町民生活課
農林課
食品放射能測定室
町民生活課
ＪＡ仙台松島支店
環境生活課
産業振興課商工観光班
産業振興課
町民生活課
総務課
産業振興課
危機管理室
総務課防災交通室
防災管財課
企画課原子力対策係
環境対策課

0224-37-2113
0224-53-2111
0224-83-6401
0224-55-2113
0224-84-2111（内1114）
0224-72-2113
0223-35-7701
0223-37-1112
022-354-2101
022-357-7454
022-767-2120
022-345-1119
022-358-0515
022-345-5111
0229-65-2111
0229-63-5264
0229-43-2116
0229-33-2142
0225-54-3131（内222,225）
0226-46-5528

牛肉（全頭検査） 18,953※2頭 ０点

※実効線量とは，人体が放射線を受けた影響を

体全体で平均化した被ばく線量のことをいいま

す。実効線量係数（ミリシーベルト /ベクレル）

は，放射性物質の摂取後 50 年間（子どもは 70

歳まで）に受ける放射線量を計算するための換

算係数で，放射性物質の種類，年齢，摂取経路

ごとに国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）で設

定されています。１ベクレル /kg の放射性セシ

ウムを経口摂取した場合の実効線量係数は，セ

シウム137では 0.000013ミリシーベルトです。

知って
おきたい

検体の受付と
確認

その日の検体が県の検査機関に
搬入されます。

搬入された検体の一例（タマゴ）
です。

検査依頼表と照合し，併せて外観
に異常がないか確認します。

測定と結果の
確認

容器ごと，ゲルマニウム半導体検
出器（食品中の放射性物質を測
定する機器）に入れます。

結果は端末に表示されますので，
数値を確認します。

一定時間，検体中に含まれる放
射性物質の量を測定します。

検体の前処理

ハンディミキサーでかくはんし，均
一にします。魚などの場合は，食べ
る部分だけを取り，すりつぶします。

タマゴを必要量割って容器に入
れます。

専用の容器に入れます。

結果は県のＨＰ（放射能情
報サイトみやぎ）
で公表しています。

食品群 基準値 備　考

一般食品

乳児用食品

牛乳

飲料水

100

50

50

10

放射性物質が放射線を
出す能力（放射能）の
強さを表す単位

放射性物質の種類ごと
に示された係数

放射線による人体へ
の影響の大きさを表
す単位

ベクレル /kg 食べた量（kg） 実効線量係数※ ミリシーベルト× × =



モニタリングポスト
設置箇所
市町村の独自設置
分を含め76ヶ所

ポスト

自設置
ヶ所

気仙沼市

南三陸町

石巻市

女川町

登米市

栗原市

大崎市

涌谷町

美里町

加美町

色麻町
大衡村

大和町

冨谷町

大郷町

松島町

東松島市

利府町

多賀城市
塩竈市

七ヶ浜町
仙台市

川崎町

蔵王町
村田町

名取市

岩沼市

亘理町
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放射能情報サイトみやぎ
http://www.r-info-miyagi.jp/

■測定・検査結果は，宮城県放射線・放射能に関するポータルサイト「放射能情報サイト
みやぎ」に掲載しており，過去の結果も参照できるほか，Ｑ＆Ａなどの関連する放射線・
放射能情報も掲載しています。

■各地点の空間放射線量
   を確認できます

■線量の推移をグラフで
   確認できます

■用語の解説などを確認
　できます

■測定結果を体系
　的に理解するこ
　とができます

■市町村ごとの農林水産
   物検査結果をマップか
　ら確認できます

■市町村をクリックする
　と品目ごとの農林水産
　物検査結果を確認でき
　ます

放射線・放射能に関する電話相談窓口

宮城県　環境生活部　原子力安全対策課
〒９８０－８５７０  宮城県仙台市青葉区本町３－８－１

この印刷物は広報交付金により1,000部作成し, 一部当たりの単価は92円です。

福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質に対する不安や疑問について，相談をお受けしています。

測定器の一例学校などの空間放射線量率の推移
※各年度ともおおむね7月から8月までの間に測定

可搬型モニタリングポスト
固定型モニタリングポスト

モニタリングポストによる放射線量測定

■放射線量の変動をより迅速に把握するため，24時間連続で
　測定し，リアルタイムでホームページで公表しています。
■平成27年8月1日 　午前9時時点　高さ１ｍ
　　　仙台市　　      0.043
　　　栗原市　　      0.061
　　　丸森町筆甫　   0.113
　　　気仙沼市　　   0.041（マイクロシーベルト／時）

学校などの校庭・園庭の放射線量測定
■子どもの生活環境の安全を確認するた
め，市町村の協力により，平成23年度か
ら毎年度，県内の学校，幼稚園，保育所な
どの空間放射線量率を測定しています。
■平成25年度以降の測定では，国が校庭
等の除染実施の目安としている毎時
0.23マイクロシーベルト以上の学校は
ありませんでした。

県内各市町村定点及び測定車両での放射線量測定

■県内の市町村などに携帯型の放射線測定器を配備し，必要に応じて空間放射線量
率を測定するとともに，県内各地の道路周辺の空間放射線量率の分布や推移を測
定車両（走行サーベイ）により確認しています。平成 23 年 6 月に福島第一原子
力発電所から 100km 圏内で第一次走行サーベイが実施され，平成 26 年 12 月
まで9回実施されました。

航空機モニタリング

■放射性物質の広域的な分布状況や各地域の放射線量を把握するため，
　航空機による測定を実施しています。
■平成 23 年 6 月に県内全域の航空機モニタリングが実施され，平成
26年11月までに5回実施されました。
■モニタリングの結果から，宮城県については県南部と北部の一部の
放射線量（空間放射線量率※）が高くなっていますが，複数回のモニ
タリングにより経時的に減少していることも確認されています。

※空間の単位時間当たりの放射線量のことで放射性物質による汚染の指標の一つとして用いられて
います。

第9次走行サーベイ（平成26年11月 4日～12月 5日）

航空機モニタリング（平成26年11月 7日現在）

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai

受付時間 8：3０～１７：15まで　※土日祝日を除く。電話番号　０２２－２１１－２３４０

http://www.r-info-miyagi.jp/m/（携帯版）

海水　　　    放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 7箇所（沿岸）／月2回

平成26年度
（実施主体 :  　
 国，東京電力）

不検出（0.003未満）

0.026

海底土　　   放射性セシウム（ベクレル /kg）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 6箇所／年3回

平成26年度
（実施主体 : 国）

3.6

97

河川底質　   放射性セシウム（ベクレル /kg）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 43箇所／年4回

平成26年度
（実施主体 : 国）

0.92

1,620

湖沼水　        放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 21箇所／年3回

平成26年度
（実施主体 : 国） 不検出（2未満）

湖沼底質　   放射性セシウム（ベクレル /kg）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 21箇所／年3回

平成26年度
（実施主体 : 国）

11.7

2,220

降下物　  放射性セシウム（メガベクレル /㎢）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 1箇所／月1回

平成26年度
（実施主体 : 県）

0.46

3.6

大気浮遊じん　放射性セシウム（ミリベクレル /㎥）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 1箇所／年4回

平成26年度
（実施主体 : 県）

不検出（0.011未満）

0.0081

井戸水　       放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

飲料水としての基準値 10

測定箇所数／頻度 24箇所／年1回

平成26年度
（実施主体 : 国） 不検出（2未満）

プール水       放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

飲料水としての基準値 10

測定箇所数／頻度 39箇所／
6～8月に1回ずつ

平成26年度
（実施主体 : 県） 不検出（2未満）

スキー場の雪   放射性セシウム（ベクレル /kg）

9

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 9箇所／年1回

平成26年度
（実施主体 : 県） 不検出（2未満）

海水浴場の海水  放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 4箇所／年1回

平成26年度
（実施主体 : 県） 不検出（2未満）

生活環境の放射線及び
放射能測定の概要

　東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により環境中に放出された放射性物質の影響は，宮城県にも
及んでいます。県では，国や市町村と協力し，県民の不安払拭，食品の安全確保のために生活環境や農林水
産物などの測定・検査を実施しています。
このパンフレットでは，放射性物質の測定や検査のあらましについて，県民の皆さまへわかりやすくご説明
します。

放射線・放射能とは
■ 放 射 線 ・・・放射性物質（放射線を出す性質を持つ物質）から発生する
                           エネルギーを持った粒子または電磁波のこと。
■ 放 射 能 ・・・放射線を出す能力のこと。
■ベクレル・・・そのものが持つ放射能の強さを示し，例えば，“50ベクレ
                           ル /kg”のように，単位量あたりで表します。
■シーベルト・・・放射線を受けた際の人体への影響を示し，例えば，“0.5 マ
                           イクロシーベルト毎時”のように，単位時間（年）あたり
                           で表します。　

平成２7 年 8 月改訂
宮 　　城 　　県 

懐中電灯

放射性物質

光

放
射
線

光を出す能力

放射線を出す能力

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 3箇所／月2回

平成26年度
（実施主体 : 県） 不検出（2未満）

港湾の海水  放射性セシウム（ベクレル /L）

国，県及び市町村において，
定期的に環境中の放射線・
放射能のモニタリングを
実施しています。

河川水　　    放射性セシウム（ベクレル /L）

最小値

最大値

測定箇所数／頻度 43箇所／年4回

平成26年度
（実施主体 : 国） 不検出（2未満）

※特に断りのないものは平成２6年度の結果を
　示しています。
※基準値があるものについては，基準値を明記しています。
※上段のイラストは放射性物質濃度の測定結果を示し，
　下段の枠内は空間放射線量率の測定結果を示しています。
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