
平 成 27 年 12 月  改 訂

▼宮城県放射線・放射能測定・検査のあらまし
（平成25年3月作成・必要に応じて改訂）

　県では、この他にも色々なパンフレットなどを作成していますので、併せて御活用ください。また、県

が運営する放射線・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」では、最新の測定結果

はもとより、過去の測定結果も見ることができます。さらに、県民の皆さんが開く会合などに出向いて県

政について説明する「みやぎ出前講座」において、放射線・放射能に関するメニューがありますので、お

気軽にお問い合わせください。

放射線・放射能に関する問合せ先

この印刷物は広報交付金により1,000部作成し、一部あたりの単価は185円です。

受付時間　8：30 ～ 17：15まで（土日祝日を除く）

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。

電話番号 ０２２－２１１－２３４０

放射線量が低い地域において、ご家庭にあるも
のでできる「身のまわりの放射線量」を減らす
工夫（マイクロホットスポット対応）について
紹介するパンフレットです。

携帯版もあるのでお出かけ先などで県内各地
の空間放射線量や食品の検査結果などがリア
ルタイムで閲覧できます



野菜などをゆでたり洗ったりすると放射性物質の量を減らすことができますか

　東京電力福島第一原子力発電所事故（以下「事故」）に伴う放

射性物質による影響は、事故直後に比べて小さくなっていますが、

生活環境への安全・安心の確保は現在も求められています。

　この冊子では、知っておきたい放射線・放射能の基礎知識

や事故に対する県の取組などについてご説明します。放射

線・放射能について理解を深め、正しく向き合って生活して

いきましょう。



（参考資料：原子力・エネルギー図面集2015）



（参考資料：食品と放射能Q&A（消費者庁　平成26年11月13日）

（参考資料：原子力・エネルギー図面集2015）

　放射性物質は、放射線を出しながら減少していく性質を持っています。放射性物質の量が
半分になるまでの時間を「半減期」といい、放射性物質の種類によって異なります。また、

仮に体内に取り込まれてしまった放射性物質は、代謝や排泄などの身体の仕組みにより体外

に排出されることで減っていきます。



※参考資料：原子力・エネルギー図面集2015

　私たちは福島の事故に関係なく暮らしの中で宇宙や大地から放射線を受けています。また、

自然に存在する放射性物質を食物の摂取や呼吸によって体内に取り込み、身体の内部からも

放射線を受けています。 放射線はもともと地球上にあり、原子力施設や病院など特別な場所

だけにあるものではありません。

　空気中のラドンや食物

に含まれる放射性カリウ

ム・放射性炭素などから

放出される放射線があり

ます。カリウムは、自然界

はもちろん人体の必須元

素として体内に存在して

います。そのうち一定の割

合（約 0.01％）が放射線を

出すカリウムで、人間はそ

の放射線を自然由来の被

ばくとして受け続けてい

ます。

　現在、事故で環境中に放
出された放射性セシウムの
影響が問題となっていま
す。食品の放射能について
はｐ.９ 問 ２ やｐ.12 か ら
ｐ.13 を御参照ください。　



※参考資料：原子力・エネルギー図面集2015

仙台市の放射線量
（1時間当たり） 0.00004



（参考資料：国立がん研究センターホームページ）

※URL : http://www.ncc.go.jp/jp/shinsai/index. html



※人工の放射性物質は、事故により放出されたもののほか、過去の核実験由来のものも残存しています。また、事故では
ストロンチウムやプルトニウムなども放出されましたが、セシウムと比べると放射性物質の量はストロンチウム90が100
分の１程度であり、プルトニウム239が1000万分の１程度と微量であるため、放射線・放射能対策は放射性セシウムを
中心に実施しています。

　ヨウ素と同様に熱に弱く揮発しやす

い性質のため、事故では大気中に多量に

放出されました。

　環境中では土壌粒子（粘土鉱物）など

に吸着されやすく、事故により降下した

ものは、地面表層（深さ０～５cm程度）に

蓄積されます。

　人体に取り込まれると化学的性質が似

ているカリウムと同様に血液や筋肉など

に分布しますが、代謝によって体から排

　泄されます。

　体内で甲状腺ホルモンを合成するのに必

要なため、人にとって必須元素です。人体に

吸収されると血液中から甲状腺に集まります。

　海藻類はヨウ素を海水から濃縮するため、海

に囲まれている日本では、食生活の中で海藻な

どから自然にヨウ素の摂取が行われます。

　一方、放射性ヨウ素は原子炉でウラン 235 な

どが核分裂することによって生成されます。熱

に弱く揮発しやすい性質のため、事故では大気

中に多量に放出されました。

　事故により放出された放射性物質は人工の放射性物質であり、特に長く残存する放射性セシウム
の影響が問題となっています。
　一方、元々自然界に存在している放射性物質もあります。例として、温泉に含まれる「ラドン
222」や「ラジウム226」、食物を通して体内にも取り込まれている「カリウム40」などがあります。

（答）事故により放出された代表的な放射性物質は、ヨウ素131、セシウム134、

セシウム137です。



（答）県南部及び県北部の一部の地域で県内としては高い放射線量が確認され、一部

　　　の地域では出荷が制限されている農林水産物があります。

（平成26年11月7日現在　原子力規制委員会ホームページより）

（参考資料：国立環境研究所ホームページ）

　事故後に大気中に放出された放射性物質は、風などで運ばれながら宮城県にも到達しまし

た。（下図の航空機モニタリング結果参照。）放射性セシウムが環境中に放出された時の気象

状況により、地上への降下量に差が生じています。また、食品については放射性物質の基準

値が設定され、県でモニタリング検査を実施していますが、きのこや山菜などで出荷制限指

示※が継続している状況です。

　なお、出荷制限指示後のモニタリング調査により、一定期間継続して基準値以下であるこ

とが確認され、出荷制限が解除された品目もあります。

空間放射線量率
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※市町村の独自設置分を含む

※モニタリングポストによる連続測定に加え、市町村では地域の実情に応じたきめ細かい空間放射線量率を測定するため、
公共施設（学校、保育所、幼稚園、公民館など）や公園などで独自に放射線量を測定し、その結果を公表しています。
（p.10問３も御参照ください。）
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　空間放射線量率の24時間連続測定を可能と

する「モニタリングポスト」が県内全域の76箇

所（平成27年4月1日現在）に配備されています。

県内各地の空間放射線量率の結果はリアルタ

イムでホームページに公表されています。



　測定の流れは下図のとおりです。放射能測定器は、保健環境センターなど県の試験研究機

関に設置した精密型放射能測定器（ゲルマニウム半導体検出器）を設置しているほか、地方

機関に簡易型放射能測定器を配備するなど、測定体制を整備しています。

　県内の市町村では、簡易型放射能測定器を用いて家庭で

栽培した野菜や山で採取した山菜などの放射能測定を受け

付けています。ご自分で栽培・採取した野菜などが気に

なる方は、お住まいの市町村にお問い合わせの上、ご利用

ください。



※１　空間放射線量率が毎時0.23マイクロシーベルトの場合、年間の追加被ばく線量は１ミリシーベルトに相当

　　します。

▲学校などの校庭における空間放射線量率の推移

（答）　子どもの生活環境を優先的に除染を実施し、地域によっては住宅や通学路の

　　　  除染を行っています。

（マイクロシーベルト/時）
0.8

0.76

0.13
0.09 0.07 0.06

0.38

0.18
0.17

0.14
0.06

0.6

0.4

0.2

0
平成23 24 25 26 27 （年度）

空
間
放
射
線
量
率

　県内では、県民の年間の追加被ばく線量を１ミリシーベルト※１以下にすることを目標に、

「汚染状況重点調査地域※２」で子どもの生活環境に関わる施設から優先的に除染が実施され

ています。放射性物質は時間とともに減少し、また雨風などによる減衰効果もありますが、除染

により放射線量をより早く下げることができます。

　県が毎年実施している学校の校庭などの空間放射線量率測定結果では、平成 23 年度に最大

値で毎時 0.76 マイクロシーベルト※３（平均値：毎時 0.13 マイクロシーベルト）でしたが、平

成27年度には最大値で毎時0.14マイクロシーベルト（平均値：毎時0.06マイクロシーベルト）

に低減しました。

空間放射線量率
0.23

マイクロシーベルト/時間

大地などからの自然放射線量率
0.04

マイクロシーベルト/時間

空間放射線量率の測定では、事故による
追加被ばく線量に加えて大地などから
の自然放射線分が測定されます。

平成25年度
̃平成27年度

概ね７月から８月までの間に、市町村

の協力により県内全ての小・中学校、

高等学校、幼稚園、保育所など約1,500

施設の校庭や園庭で測定したものです。

なお、学校ごとの測定結果などの詳細

は、「放射能情報サイトみやぎ」の「学

校等の測定結果」（http://www.r- info-

miyagi.jp/r-info/school/）で確認すること

ができます。

空間放射線量率（最大値）

空間放射線量率（平均値）



　空間放射線量率が毎時0.23マイクロシーベルトを下回る地域では、除染を行う必要はあり

ません。しかし、雨などによって放射性物質が集まり、空間放射線量率が局所的に高くなる

場所（マイクロホットスポット）が生じることがあります。

　身の回りのこうした場所は、家庭にある用具や資材を用い、落ち葉などの堆積物の除去、

土の入れ替え、雨でたまった泥の除去などの清掃作業で放射線量を減らす事ができます。

　除染は、施設全体の詳細な空間放射線量率を測定し、線量の高い箇所と汚染の程度を見極

めながら作業を行っています。学校などでは、校庭の表土の除去や汚染されていない土によ

る覆土、落葉の除去、除草などの作業を行います。除染後には空間放射線量率を測定し、線

量が低減したことを確認してから作業を終了しています。



　食品に含まれ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を線量の上限を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月に新しい基準値が設定されました。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

摂取量や代謝等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。

　事故直後に検出されていた放射性ヨウ

素は現在検出されていないので、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。

　ほうれん草には天然の放射性物質

のカリウム40が200ベクレル/㎏ある

とされています。これは一般食品の基

準値100ベクレル/㎏より高いですが、

食品の基準値は人工の放射能セシウム

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。



問３　野菜などをゆでたり洗ったりすると放射性物質の量を減らすことができますか

　放射性物質濃度が基準値を超える食品は、出荷制限などにより流通させないことになって

います。よって、スーパーなどで売られている野菜などについて特別な調理法を行う必要は

ありませんが、放射性物質が特に気になる方は参考にしてください。（参考：（独）放射線医

学総合研究所ホームページ“http://www.nirs.go.jp/information/qa/qa.php”）
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