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１．空間線量率の経年変化

＜空間線量率マップ＞
（東京電力福島第一原発から80km圏内の地表面から1m高さの空間線量率）

＜空間線量率の推移＞
［単位：μSv/h］

＊調査地点の下の欄の数値は各日付の零時の値

【出典データ】福島県 県内７方部 環境放射能測定結果

○ 東京電力福島第一原発事故以降、航空機モニタリングにより、地表面か
ら１ｍの高さの空間線量率（※用語解説参照）の状況を面的に把握しています。

○ モニタリングの測定結果を2011年11月と201７年９月で比較したと
ころ、測定地域により違いはあるものの、半径80ｋｍ圏内の空間線量率
は平均すると約７４％減少しています。

○ この期間における放射性セシウムの物理学的半減期（※用語解説参照）から
計算した空間線量率の減衰は約６３%であることから、残りの約１１％は、
風雨などの自然要因（ウェザリング効果）等により減少しているものと考え
られます（除染による低下も含まれます）。

【出典】 原子力規制委員会 「福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの測定結果について」
（2018年2月20日)

（2011年11月時点） （2017年9月時点）

凡例
地表面から１ｍの高さの
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■■福島における放射線の状況■■

※ 天然核種による空間線量率を含む。

福島市 会津若松市 いわき市
県北保健福祉事務所 合同庁舎 合同庁舎

震災前の平常時 0.04 0.04～0.05 0.05～0.06

2011年4月1日 2.74 0.24 0.66

9月1日 1.04 0.13 0.18

2012年3月1日 0.63 0.1 0.17

9月1日 0.69 0.1 0.1

2013年3月1日 0.46 0.07 0.09

9月1日 0.33 0.07 0.09

2014年3月1日 0.24 0.07 0.08

9月1日 0.25 0.07 0.08
2015年3月1日 0.23 0.06 0.07

9月1日 0.20 0.06 0.07

2016年3月1日 0.20 0.06 0.07

9月1日 0.18 0.06 0.07
2017年3月1日 0.17 0.06 0.07

9月1日 0.15 0.05 0.06
2018年3月1日 0.15 0.05 0.07

福島市
［μSv/h］

1


P2 基本

		～１未満 ミマン		288,511				317,752

		～２未満 ミマン		146,899				137,773

		～３未満 ミマン		25,636				21,988

		～４未満 ミマン		1,495				1,564

		～５未満 ミマン		505		463,046		628

		～６未満 ミマン		389				497

		～７未満 ミマン		230				297

		～８未満 ミマン		116				166

		～９未満 ミマン		78				124

		～10未満 ミマン		41		463,900		79

		～11未満 ミマン		36				78

		～12未満 ミマン		30				56

		～13未満 ミマン		13				40

		～14未満 ミマン		12				35

		～15未満 ミマン		6				33

		15以上～ イジョウ		15				310

				464,012		99.98%

						99.79%

		～ 1		288,511				317,752

		～ 2		146,899				137,773

		～ 3		25,636				21,988

		～ 4		1,495				1,564

		～ 5		505		463,046		628

		～ 6		389				497

		～ 7		230				297

		～ 8		116				166

		～ 9		78				124

		～ 10		41		463,900		79

		～ 11		36				78

		～ 12		30				56

		～ 13		13				40

		～ 14		12				35

		～ 15		6				33

		15 ～		15				310

				464,012		99.98%

						99.79%



【機密性2情報】		


～１未満	～２未満	～３未満	～４未満	～５未満	～６未満	～７未満	～８未満	～９未満	～10未満	～11未満	～12未満	～13未満	～14未満	～15未満	15以上～	288511	146899	25636	1495	505	389	230	116	78	41	36	30	13	12	6	15	～ 1	～ 2	～ 3	～ 4	～ 5	～ 6	～ 7	～ 8	～ 9	～ 10	～ 11	～ 12	～ 13	～ 14	～ 15	15 ～	288511	146899	25636	1495	505	389	230	116	78	41	36	30	13	12	6	15	



P7 WBC

		① 測定を実施した自治体

		福島県内全59市町村 ナイ シチョウソン



		② 県外へ避難された方を対象としたホールボディ・カウンタによる内部被ばく検査 ケンガイ ヒナン カタ タイショウ ナイブ ヒ ケンサ

		[常設機関における検査] ジョウセツ キカン ケンサ

		弘前大学医学部附属病院、杜の都産業保健会、東海村産業・情報プラザ、新潟県立がんセンター新潟病院被ばく医療センター、金沢医療センター、大津赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院、広島大学病院、長崎大学病院（2017年３月２８日現在）






		[ホールボディ・カウンタ車による検査] クルマ ケンサ

		福島県では、県外に避難された方が受検できるようホールボディ・カウンタ車を巡回して検査を行っており、現在までに栃木県、山形県、秋田県、岩手県、宮城県、京都府、兵庫県、千葉県、神奈川県、東京都、群馬県、埼玉県、沖縄県、愛知県、長野県、静岡県、岐阜県、山梨県、北海道、岡山県、三重県、鳥取県、大阪府、福岡県、熊本県、佐賀県、高知県、香川県、徳島県、大分県、宮崎県、富山県、島根県、山口県、福井県、奈良県、和歌山県で検査が実施された。（2016年1月27日現在） ミヤギケン グンマケン ミエケン トットリケン クマモトケン コウチケン オオイタケン ミヤザキケン トヤマケン シマネケン ヤマグチケン フクイケン ナラケン ワカヤマ ケン









		③ 測定結果（預託実効線量）　（2017年3月分まで：2017年4月26日発表） ヒ

								2011年6月27日～		2012年2月1日～		合計

								reserved-40939x1F		reserved-42825x1F



				１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満				15,384人		306,335人		321,719人		（ 99.99% ）								１mSv未満 ミマン		321,719 人

				１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				13人		1人		14人		（ 0.00% ）								1～2 mSv		14 人

				２ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				10人		0人		10人		（ 0.00% ）								2～3mSv		10 人

				３ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				2人		0人		2人		（ 0.00% ）								3mSv以上 イジョウ		2 人

				合　　計				15,409人		306,336人		321,745人		（ 100% ）										321745















		(1)Municipalities governments which conducted the measurements

		All 59 municipalities in Fukushima Prefecture



		(2) To conduct internal exposure inspection by whole body counter intended for the person who has been evacuated to outside the prefecture.

		[The inspection in permanent organization]

		Hirosaki University School of Medicine & Hospital, Morinomiyako Occupational Health Association, Atom World, Niigata Prefecture, National Hospital Organization Kanazawa Medical Center, Japanese Red Cross Otsu Hospital, Ehime University Hospital, Hiroshima University Hospital, and Nagasaki University Hospital (As of January 27, 2016)





		[Whole body counter vehicle]

		Fukushima Prefecture circulates a whole body counter vehicle so that those who have evacuated from the prefecture can take examinations.

		(3) Results (Committed effective doses) (for those conducted until December 2015: Published in January 2016

								June 27, 2011 to		February 1, 2012 to 		Total

								January 31, 2012		January 27, 2016



				～ 1mSv				15,384 persons		306,335 persons		321,719 persons		（ 99.99% ）

				1mSv				13 persons		1 persons		14 persons		（ 0.00% ）

				2mSv				10 persons		0 persons		10 persons		（ 0.00% ）

				3mSv				2 persons		0 persons		2 persons		（ 0.00% ）

				Total				15,409 persons		306,336 persons		321,745 persons		（ 100% ）



















		(1)Local governments which conducted the measurements

		All 59 municipalities in Fukushima Prefecture

		(2) Organizations which implemented the measurements

		Fukushima Prefecture, the National Institute of Radiological Sciences, the Japan Atomic Energy Agency, the Minamisoma City General Hospital, Niigata Prefecture, Hirosaki University School of Medicine & Hospital, the Hiroshima University Hospital, and the Nagasaki University Hospital

		(3) Circulating a whole body counter vehicle and conducting examinations outside Fukushima Prefecture

		Fukushima Prefecture circulates a whole body counter vehicle so that those who have evacuated from the prefecture can take examinations, and examinations were conducted in Tochigi, Yamagata, Akita, Miyagi, Iwate, Kyoto and Hyogo. (As of December 31, 2013)

		(4) Measurement results (Effective doses) (for those conducted in or before December 2013: publicized in February 2014)

						June 27, 2011 to		February 1, 2012 to 		Total (persons)

						January 31, 2012 (persons)		December 31, 2013 (persons)

				Less than 1 mSv		15,384		159,868		175,252 (99.99%)

				1 mSv		13		1		14 (0.01%)

				2 mSv		10		0		10 (0.01%)

				3 mSv		2		0		2 (0.00%)

				Total		15,409		159,869		175,278 (100%)

		*Committed effective doses: one time ingestion on March 12, 2011 is assumed before January 31, 2012, and continued daily ingestion of certain uniform amounts is assumed after February 1, 2012 up to the day before the examination. Internal exposure doses inside human bodies were accumulated for 50 years in case of adults and for the period up to the time when ages become 70 years old in case of children.

		(Source Data) Fukushima Prefecture, “Implementation Status of Internal Exposure Examinations by the Whole Body Counter”





１mSv未満	1～2 mSv	2～3mSv	3mSv以上	321719	14	10	2	

弘前大学医学部附属病院、杜の都産業保健会、アトムワールド、新潟県、金沢医療センター、大津赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院、広島大学病院、長崎大学病院（2015年11月30日現在）



P5 甲状腺

				<甲状腺検査（先行検査）の実施状況＞ コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ ジッシ ジョウキョウ



				判定結果				判定内容		人数（人）		内訳割合（％） ウチワケ

				結果確定数						300,476		100

				Ａ判定		Ａ１		結節やのう胞を認めなかったもの		154,607		51.5		99.2

						Ａ２		5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの		143,575		47.8

				Ｂ判定				5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの		2,293		0.8

				Ｃ判定				甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの		1		0.0

				悪性ないし悪性疑い 116人（手術実施 102人：良性結節1人、乳頭癌100人、低分化癌1人） アクセイ アクセイ ウタガ ヒト シュジュツ ジッシ ヒト リョウセイ ケッセツ ヒト ニュウトウ ガン ヒト テイブンカ ガン ヒト

				＜甲状腺検査（本格検査）の実施状況＞ コウジョウセン ケンサ ホンカク ケンサ ジッシ ジョウキョウ

				判定結果				判定内容		人数（人）		内訳割合（％） ウチワケ

				結果確定数						220,088		100

				Ａ判定		Ａ１		結節やのう胞を認めなかったもの		89,565		40.7		99.2

						Ａ２		5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの		128,704		58.5

				Ｂ判定				5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの		1,819		0.8

				Ｃ判定				甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの		0		0

				悪性ないし悪性疑い 51人（手術実施 16人：乳頭癌16人） アクセイ アクセイ ウタガ ヒト シュジュツ ジッシ ヒト ニュウトウ ガン ヒト



				［判定結果の説明］
　・Ａ１、Ａ２判定は次回の検査まで経過観察
　・Ｂ、Ｃ判定は二次検査（二次検査対象者に対しては、二次検査日時、場所を改めて通知して実施）
　※　Ａ２の判定内容であっても、甲状腺の状態等から二次検査を要すると判断した方については、Ｂ判定としています。













P5 甲状腺English



				<Results of Thyroid Ultrasound Examinations：Initial Screening＞

										Criteria		Number of persons		Percentage (%)												Criteria		Number of Persons		Percentage (%)

				Persons whose grade were fixed								300,476		100.0								grade A		A1		No nodules or cysts were found.		134,805		53		99.3

				grade A				A1		No nodules or cysts were found.		154,607		51.5		99.2								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		117,679		46.3

								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		143,575		47.8								grade B				Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		1,795		0.7

				grade B						Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		2,293		0.8								grade C				Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		1		0.0004

				grade C						Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		1		0.0												Total # of People Whose Examination Results were Established		254,280		100

				113 persons had malignancy or suspected



				<Results of Thyroid Ultrasound Examinations：Full-scale Screening>

										Criteria		Number of persons		Percentage (%)

				Persons whose grade were fixed								220,088		100.0

				grade A				A1		No nodules or cysts were found.		89,565		40.7		99.2

								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		128,704		58.5

				grade B						Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		1,819		0.8

				grade C						Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		0		0.0

				39 persons had malignancy or suspected



				(Explanations for the persons diagnosed in each grade)

				・		Follow-ups for those with grade A1 and A2 until next examinations

				・		Subsequent examinations for those with grade B and C (The dates and places of the subsequent examinations will be notified to those who will take the subsequent examinations).


				(Remarks) 

				＊		Grade B was applied to those of grade A2 for whom diagnoses were made that they should take subsequent examinations considering the conditions of their thyroid glands.



																(Source) Health Management Survey Exploratory Committee  (the 22nd meeting)







P6 参考



								青森県（弘前市）								山梨県（甲府市）								長崎県（長崎市）										甲状腺検査（先行検査） コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ								甲状腺検査（本格検査） コウジョウセン ケンサ ホンカク ケンサ

				判定結果 ハンテイ ケッカ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ						人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ

				Ａ		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4				154,607		298,182		51.5		99.2		89,565		218,269		40.7		99.2

						A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5						143,575				47.8				128,704				58.5

				B				21				1.3				15				1.1				8				0.6						2,293				0.8				1,819				0.8

				C				0				0.0				0				0.0				0				0.0						1				0.0				0				0.0

				（計） ケイ				1,630				100.0				1,366				100.0				1,369				100.0						300,476				100.0				220,088				100.0



				福島県外３県における甲状腺所有見率調査は2012年度実施、福島県県民健康調査甲状腺検査の先行検査は2015年6月30日現在、本格検査は2016年12月31日現在。 フクシマ ケン ソト ケン コウジョウセン ショユウ ミ リツ チョウサ ネンド ジッシ フクシマケン ケンミン ケンコウ チョウサ コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ ネン ガツ ヒ ゲンザイ ホンカク ケンサ ネン ガツ ヒ ゲンザイ







								Aomori Prefecture								Yamanashi Prefecture								Nagasaki Prefecture										Fukushima Prefecture /references

								(Hirosaki City)								(Kofu City)								(Nagasaki City)										Initial Screening								Full-scale inspection

				Grade				Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)						Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)

				A		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4				154,607		298,182		51.5		99.2		89,565		218,269		40.7		99.2

						A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5						143,575				47.8				128,704				58.5

				B				21				1.3				15				1.1				8				0.6						2,293				0.8				1,819				0.8

				C				0				0.0				0				0.0				0				0.0						1				0.0				0				0.0

				(Total)				1,630				100.0				1,366				100.0				1,369				100.0						300,476				100.0				220,088				100.0









																																																		Aomori Prefecture (Hirosaki City)								Yamanashi Prefecture (Koufu City)								Nagasaki Prefecture (Nagasaki City)



																																														Diagnosis Results				# of Persons				Percentage (%)				# of Persons				Percentage (%)				# of Persons				Percentage (%)

																																														　A		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4

																																																A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5

																																														　B				21				1.3				15				1.1				8				0.6

																																														　C				0				0				0				0				0				0

																																														(Total)				1,630				100				1,366				100				1,369				100





P1 空間線量率
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2.74	1.04	0.63	0.69	0.46	0.33	0.24	0.25	0.23	0.2	0.2	0.18	0.17	0.15	0.15	












2.74	1.04	0.63	0.69	0.46	0.33	0.24	0.25	0.23	0.2	



P1 空間線量率評

								福島市		会津若松市		いわき市

								県北保健福祉事務所		合同庁舎		合同庁舎

				震災前の平常時				0.04		0.04～0.05		0.05～0.06

				reserved-40634x1F				2.74		0.24		0.66

				41883				1.04		0.13		0.18

				reserved-40969x1F				0.63		0.1		0.17

				41883				0.69		0.1		0.1

				reserved-41334x1F				0.46		0.07		0.09

				41883				0.33		0.07		0.09

				reserved-41699x1F				0.24		0.07		0.08

				41883				0.25		0.07		0.08

				reserved-42064x1F				0.23		0.06		0.07

				41883				0.20		0.06		0.07

				reserved-42430x1F				0.20		0.06		0.07

				41883				0.18		0.06		0.07

				reserved-42795x1F				0.17		0.06		0.07

				41883				0.15		0.05		0.06

				reserved-43160x1F				0.15		0.05		0.07



								Fukushima City		Aizuwakamatsu City		Iwaki City

								North area Public Health and Welfare Office		Government Office Complex		Government Complex

				Normal Value before the Great Earthquake				0.04		0.04～0.05		0.05～0.06

				April 1, 2011				2.74		0.24		0.66

				September 1, 2011				1.04		0.13		0.18

				March 1, 2012				0.63		0.1		0.17

				September 1, 2012				0.69		0.1		0.1

				March 1, 2013				0.46		0.07		0.09

				September 1, 2013				0.33		0.07		0.09

				March 1, 2014				0.24		0.07		0.08

				September 1, 2014				0.25		0.07		0.08

				March 1, 2015				0.24		0.06		0.07

				September 1, 2015				0.20		0.06		0.07



【機密性2情報】		




P3 Sheet1

								測定時期 ソクテイ ジキ		対象 タイショウ		測定数 ソクテイスウ		1mSv以上数 イジョウ スウ

				郡山市 コオリヤマシ		2014年度						7981		33		0.41%

						2013年度						15962		213		1.33%

						2012年度						11257		1052		9.35%

				福島市 フクシマ シ		2014年度						46436		2056		4.43%

						2013年度						10100		659		6.52%

						2012年度						16233		5		0.03%

				須賀川市 スカガワ シ		2014年度						5950		32		0.54%

						2013年度						7193		154		2.14%

						2012年度						8015		636		7.94%

						2011年度						11471		2991		26.07%

				南相馬市 ミナミソウマシ		2014年度						6942		1033		14.88%

						2013年度						8652		2007		23.20%

				白河市 シラカワシ		2014年度						14626		42		0.29%

						2013年度						16910		68		0.40%

						2012年度						17576		269		1.53%

						2011年度						19463		2297		11.80%

				伊達市 ダテシ		2014年度						21080		5502		26.10%

						2014年度						52783		17788		33.70%

				二本松市 ニホンマツシ		2014年度						5643		564		9.99%

						2014年度						6032		1122		18.60%

				相馬市 ソウマシ		2014年度						2051		2		0.10%

						2014年度						3173		8		0.25%

						2014年度						4135		125		3.02%

						2014年度						4010		556		13.87%

				国見町 クニミマチ		2014年度						383		2		0.52%

						2014年度						501		6		1.20%





P8 食品

		食品中の放射性物質の検査結果について（平成24～平成28年度） ショクヒン ナカ ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ ヘイセイ ヘイセイ ネンド



		品 目		震災以降、2011年度末まで シンサイ イコウ ネンド スエ						2012年度 ネンド						2013年度 ネンド						2014年度 ネンド						2015年度 ネンド						2016年度 ネンド

				基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ



		米		592		2.2%		26,464		84		0.0008%		1038万 マン		28		0.0003%		1104万 マン		2		0.00002%		1102.0		0		0%		1050.0		0		0%		1050.0



		麦		27		4.8%		557		0		0%		1,818		0		0%		592		0		0%		383		0		0%		323		0		0%		323



		豆 類		16		2.3%		689		63		1.1%		5,962		21		0.4%		5,167		4		0.12%		3,459		0		0%		1,813		0		0%		1,813



		野 菜 類		385		3.0%		12,671		5		0.03%		18,570		0		0%		19,657		0		0%		16,712		0		0%		12,205		0		0%		12,205



		果 実 類		210		7.7%		2,732		13		0.3%		4,478		0		0%		4,243		0		0%		3,302		0		0%		2,783		0		0%		2,783



		茶		192		8.6%		2,233		13		1.5%		867		0		0%		447		0		0%		206		0		0%		127		0		0%		127



		その他地域特産物		16		3.2%		498		14		0.5%		3,094		0		0%		1,618		0		0%		1,049		1		0.1%		723		1		0.1%		723



		原 乳		8		0.4%		1,919		0		0%		2,421		0		0%		2,040		0		0%		1,846		0		0%		1,414		0		0%		1,414



		肉・卵
（野生鳥獣肉除く） ニク タマゴ ヤセイ チョウジュウ ニク ノゾ		1058		1.3%		79,181		4		0.003%		154,866		0		0%		194,945		0		0%		188,304		0		0%		225,911		0		0%		225,911



		牛肉 ギュウニク		2(6)		0.0032%		187,176		2(6)		0.0032%		187,176		0		0%		208,477 ※		0		0%		3,266		0		0%		3,266		0		0%		3,266



		豚肉・鶏肉・卵等
（野生鳥獣肉除く） ブタニク トリニク タマゴ ナド		2		0.09%		2,174		2		0.09%		2,174		0		0%		447		0		0%		198		0		0%		198		0		0%		198



		野生鳥獣肉 ヤセイ チョウジュウ ニク		1204		0.9%		137,037		2372		0.9%		278,275		1025		0%		335,860		435		0.1%		292,061		435		0.1%		292,061		435		0.1%		292,061



		きのこ・山菜類		779		20.2%		3,856		605		9.2%		6,588		194		2.6%		7,581		103		1.2%		8,557		87		1.0%		8,433		87		1.0%		8,433



		水 産 物		1,476		17.2%		8,576		1,093		5.6%		19,565		302		1.5%		20,695		100		0.5%		20,922		14		0.07%		18,801		14		0.07%		18,801



		厚生労働省及び自治体等が公表したデータ等に基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県の検査結果。水産物については全国を集計。米、豆類は生産年度で集計。
比較のため、平成26年度現在の基準値に揃えて超過点数を計上。

		※ 畜産物の括弧内は、牛肉の暫定基準値500Bq/kgでは基準値超過とならない100Bq/kgの4件を含む件数。 チクサンブツ カッコ ナイ ギュウニク ザンテイ キジュン アタイ キジュン アタイ チョウカ ケン フク ケンスウ





		【出所】食品衛生法に基づく放射性物質の検査結果の厚生労働省の公表結果
　　　　 厚生労働省の公表資料を基に、農林水産省で品目別に整理をした結果の公表 シュッショ ショクヒン エイセイホウ モト ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ シリョウ モト ノウリン スイサンショウ ヒンモク ベツ セイリ ケッカ コウヒョウ

		Inspection results（FY2011～2014）



		Food item		From the accident
 to the end of FY2011						FY2012						FY2013						FY2014

				No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples

				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding

				limit		the limit				limit		the limit				limit		the limit				limit		the limit

		Rice		592		2.2%		26,464		84		0.0008%		10.38 millions		28		0.0003%		11.04 millions		2		0.00002%		11.01 millions



		Wheat		27		4.8%		557		0		0%		1,818		0		0%		592		0		0%		383



		Pulse		16		2.3%		689		63		1.1%		5,962		21		0.4%		5,167		4		0.12%		3,459



		Vegitables		385		3.0%		12,671		5		0.03%		18,570		0		0%		19,657		0		0%		16,712



		Fruits		210		7.7%		2,732		13		0.3%		4,478		0		0%		4,243		0		0%		3,302



		Tea		192		8.6%		2,233		13		1.5%		867		0		0%		447		0		0%		206



		Other cultivated plants		16		3.2%		498		14		0.5%		3,094		0		0%		1,618		0		0%		1,049



		Raw Milk		8		0.4%		1,919		0		0%		2,421		0		0%		2,040		0		0%		1,846



		Meat and eggs (excluding wild meat)		1058		1.3%		79,181		4		0.003%		154,866		0		0%		194,945		0		0%		188,304



		牛肉 ギュウニク		2(6)		0.0032%		187,176		2(6)		0.0032%		187,176		0		0%		208,477 ※		0		0%		3,266



		豚肉・鶏肉・卵等
（野生鳥獣肉除く） ブタニク トリニク タマゴ ナド		2		0.09%		2,174		2		0.09%		2,174		0		0%		447		0		0%		198



		野生鳥獣肉 ヤセイ チョウジュウ ニク		1204		0.9%		137,037		2372		0.9%		278,275		1025		0%		335,860		435		0.1%		292,061



		Mushrooms and wild plants		779		20.2%		3,856		605		9.2%		6,588		194		2.6%		7,581		103		1.2%		8,557



		Fish products		1,476		17.2%		8,576		1,093		5.6%		19,565		302		1.5%		20,695		100		0.5%		20,922



		厚生労働省及び自治体等が公表したデータ等に基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県の検査結果。水産物については全国を集計。米、豆類は生産年度で集計。
比較のため、平成26年度現在の基準値に揃えて超過点数を計上。

		※ 畜産物の括弧内は、牛肉の暫定基準値500Bq/kgでは基準値超過とならない100Bq/kgの4件を含む件数。 チクサンブツ カッコ ナイ ギュウニク ザンテイ キジュン アタイ キジュン アタイ チョウカ ケン フク ケンスウ





		【出所】食品衛生法に基づく放射性物質の検査結果の厚生労働省の公表結果
　　　　 厚生労働省の公表資料を基に、農林水産省で品目別に整理をした結果の公表 シュッショ ショクヒン エイセイホウ モト ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ シリョウ モト ノウリン スイサンショウ ヒンモク ベツ セイリ ケッカ コウヒョウ





P9 預託実効線量

		地域 		放射線量 		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 				(ミリシーベルト/年) 

		福島県(浜通り） 		0.0009		埼玉県 		0.0007

		福島県(中通り） 		0.0010		東京都 		0.0008

		福島県(会津） 		0.0010		神奈川県 		0.0008

		北海道 		0.0007		新潟県 		0.0007

		岩手県 		0.0010		大阪府 		0.0007

		宮城県 		0.0008		高知県 		0.0006

		茨城県 		0.0008		長崎県 		0.0007

		栃木県 		0.0011



		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 

		北海道 		0.0007

		岩手県 		0.001

		宮城県 		0.0008

		福島県(浜） 		0.0009

		福島県(中） 		0.001

		福島県(会） 		0.001

		茨城県 		0.0008

		栃木県 		0.0011

		埼玉県 		0.0007

		東京都 		0.0008

		神奈川県 		0.0008

		新潟県 		0.0007

		大阪府 		0.0007

		高知県 		0.0006

		長崎県 		0.0007



		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 

		Hokkaido		0.0007

		Iwate		0.001

		Miyagi		0.0008

		Hamadōri		0.0009

		Nakadōri		0.001

		Aizu		0.001

		Tochigi		0.0008

		Ibaraki		0.0011

		Saitama		0.0007

		Tokyo		0.0008

		Kanagawa		0.0008

		Niigata		0.0007

		Ōsaka		0.0007

		Kōchi		0.0006

		Nagasaki		0.0007
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P3 ☆個人線量計 (履歴有)

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ

														自治体からの公表数値もないので人数は削除 ジチタイ コウヒョウ スウチ ニンズウ サクジョ

																小数点以下一桁に変更 ショウスウテン イカ ヒト ケタ ヘンコウ																														直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



				自治体 ジチタイ				測定期間 ソクテイ キカン		対象 タイショウ		測定人数
（Ａ） ソクテイ ヒト スウ		1mSv/年以上の人数
（Ｂ） ネン イジョウ ニンズウ		1mSv/年以上の人数の比率
（Ｂ）÷（Ａ） ニンズウ ヒリツ		年間個人線量
（平均）
[mSv/年] ネンカン コジン センリョウ ヘイキン トシ																												A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

				いわき市		333,802		2011年11月～2012年1月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		31,235		477		1.5%		0.44																												5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

				郡山市 コオリヤマシ		326808		2017年11月～2018年1月		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		5,268		0		0.0%		0.19

								2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		7,142		13		0.2%		0.319

								2012年5月～7月		未就学児童及び妊婦		7,847		3,556		45.3%		1.00

						326808		2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		3,960		0		0.0%		0.16

								2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		4,816		7		0.1%		0.31

						326808		2011年10月～11月 ネン		小中学生 ショウチュウガクセイ		25,551		17,188		67.3%		1.3

				福島市 フクシマシ				2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		2,340						0.12

								2016年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		820						0.12

								2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		5,973						0.2

								2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		8,616						0.32

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		10,100		659		6.5%		0.44

								2012年11月～2013年1月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		16,223		1,830		11.3%		0.56

								2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び15歳以下の子ども ニンプ オヨ サイイカ		36,767						1.04

								2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		4,854		27		0.6%		0.16

								2016年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		3,062		27		0.9%		0.2

								2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		24,667		427		1.7%		0.28

								2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		46,436		2,056		4.4%		0.44

				会津若松市 アイヅワカマツシ				2012年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		4,781		1		0.0%		0.18

						123,790		2011年12月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,679		12		0.1%		0.30

				須賀川市 スカガワシ		78299		2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		5,950		32		0.5%		0.36																												267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

								2011年9月～11月 ネン ツキ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		11,461		2,991		26.1%		0.84

				南相馬市 ミナミソウマシ		64539		2017年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,381		150		2.8%		0.36																												11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

								2016年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,786		183		3.2%		0.40

								2015年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,582		297		5.3%		0.40

								2013年6月～8月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		9,619		2,262		23.5%		0.80

				伊達市 ダテシ		63755		2014年7月～2015年6月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイ イカ コ		5,309		183		3.4%		0.38																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

						63755		2014年7月～2015年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		12,912		2,022		15.7%		0.59																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

								2013年7月～2014年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		21,080				26.1%		0.76

						63,755		2012年7月～2013年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		52,783		17,811		33.7%		0.89																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

				白河市 シラカワシ		63186		2016年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		1,652		0		0.0%		0.20																												188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

								2015年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,966		2		0.1%		0.20

								2014年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		7,016		25		0.4%		0.28

								2013年7月～10月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,367		43		0.5%		0.32

								2012年7月～10月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,818		219		2.5%		0.44

						63,186		2011年8月～10月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び中学生以下の子ども ニンプ オヨ チュウガクセイ イカ		9,737		1,509		15.5%		0.72																												188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

				二本松市 ニホンマツシ		57673		2017年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,413						0.41																												295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

								2016年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,832				1.8%		0.47

								2015年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,803				4.0%		0.55

								2014年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,643				10.0%		0.66

								2013年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		6,032				18.6%		0.72

						57,673		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		女性、乳幼児から高校生相当 ジョセイ ニュウヨウジ コウコウセイ ソウトウ		8,725				79.9%		1.53																												295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

				喜多方市 キタカタシ				2013年6月～2014年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		2,560		0		0.0%		0.028

						50,829		2012年6月～2013年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		3,340		0		0.0%		0.054

				相馬市 ソウマシ		35985		2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,949		0		0.0%		0.27																												1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

								2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,010		556		13.9%

				本宮市 モトミヤシ		30857		2015年6月～8月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		3,125						0.32

						30,857		2011年9月～11月 ネン ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,745		2,603		54.9%		1.09

				西郷村 ニシゴウ ムラ				2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,365		4		0.2%

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,375		19		0.8%

								2012年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,493		104		4.2%

						19,959		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,879		648		22.5%

				矢吹町 ヤブキマチ		17,769		2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		1,484		2		0.1%		0.31																												72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

				桑折町 クワ オ マチ				2014年8月～2015年1月		年齢を限らない全村民【広報で周知】 ムラ コウホウ シュウチ

						12469		2013年8月～2014年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		633				1.0%		0.4																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

						12,469		2012年8月～2013年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,050				8.3%		0.6																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				小野町 オノマチ				2015年9月～11月		高校生以下の子ども		377		0		0.0%		0.22						2012年9月 (※NORM) ネン ガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		730						0.85

								2012年9月		高校生以下の子ども		730		0		0.0%		0.25						2015年9月～11月 ネン ガツガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		377		0		0.0%		0.22

				国見町 クニミマチ		9800		2013年8月～10月 ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		501		6		1.2%		0.34																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				平田村 ヒラタ ムラ		6,656		2011年10月～11月 ネン		15歳以下の子ども サイイカ		884		5		0.6%																														53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				鮫川村 サメカワ ムラ		3,859		2011年10月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		妊婦、乳幼児から高校中学生相当 ニンプ ニュウヨウジ コウコウ チュウガクセイ ソウトウ		511		1		0.2%		0.336																												5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																										2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																														0.4166666667

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ



																																														直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



																								Municipalities				Measurement Period		Persons Monitoerd		Number of people
(Ａ)		Number of people over 1mSv/year (Ｂ)		Percentage
(Ｂ) ÷ (Ａ) [％]		Average Annual Individual Dose
[mSv/year]								A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

																								Iwaki City		333,802		November 2011 to January 2012		Junior high school students or younger		31,235		477		1.53%		0.44								5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

																								Koriyama City		326808		June to September 2015		Infants and pregnant women		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																												May to July 2012		Infants and pregnant women		5,268		0		0.00%		0.19

																										326808		June to September 2015		Elementary school and junior high school students		3,960		0		0.00%		0.16

																												October to Nobember 2011		Elementary school and junior high school students		25,551		17,188		67.3%		1.33

																								Fukushima City		284948		September to November 2014		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																												September to November 2013		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																												September to November 2012		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										284,948		September to November 2011		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																												September to November 2014		All citizens		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																								Aizuwakamatsu City				July to September 2012		Junior high school students or younger		4,781		1		0.02%		0.18

																										123,790		November 2011 to Febrary 2012		Junior high school students or younger		8,679		12		0.14%		0.30

																								Sukagawa City		78299		September to November 2014		Applicants not older than 18years		5,950		32		0.54%		0.36								267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

																												September to Nobember 2011		Applicants not older than 18years		11,461		2,991		26.10%		0.84

																								Minamisoma City		64539		April to June 2015		All citizens		5,381		150		2.79%		0.4								11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

																												June to August 2013		All citizens		9,619		2,262		23.52%		0.8

																								Date City		63755		July 2014 to June 2015		All citizens		5,309		183		3.4%		0.38								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																												July 2014 to June 2015		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										63,755		Jury 2012 to June 2013		All citizens		52,783		17,811		33.7%		0.89								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																								Shirakawa City		63186		July to September 2014		Junior high school students or younger		1,652		0		0.00%		0.2								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																												July to October 2012		Junior high school students or younger		8,818		219		2.48%		0.44

																										63,186		August to October 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		9,737		1,509		15.5%		0.72								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																								Nihonmatsu City		57673		May to July 2014		Infants to highschool students and women		5,413						0.41								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																										57,673		September to November 2011		Infants to highschool students and women		8,725						1.53								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																								Kitakata City				June 2013 to March 2014		All citizens		2,560		0		0.0%		0.028

																										50,829		June 2012 to March 2012		All citizens		3,340		0		0.0%		0.054

																								Soma City		35985		September to Nobember 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		1,949		0		0.00%										1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

																												October to Decrmber 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,010		556		13.87%

																								Motomiya City		30857		June to August 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		3,125						0.32

																										30,857		September to November 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,745		2,603		54.86%		1.09

																								Nishigo Village				September to November 2014		Junior high school students or younger		2365		4		0.17%

																												September to November 2013		Junior high school students or younger		2375		19		0.80%

																												September to November 2012		Junior high school students or younger		2,493		104		4.17%

																										19,959		September to November 2011		Junior high school students or younger		2,879		648		22.51%

																								Yabuki Town		17,769		October to December 2011		Elementary school and junior high school students		1,484		2		0.13%		0.31								72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

																								Koori Town		12469		August 2013 to January 2014		Junior high school students or younger		633		0		1.00%		0.4								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																										12,469		August 2012 to January 2013		Junior high school students or younger		1,050		0		8.30%		0.6								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Ono Town				September to November 2015		High school students or younger		377		0		0		0.22

																												September 2012		High school students or younger		730		0		0		0.25

																								Kunimi Town		9800		August to October 2013		Junior high school students or younger		501		6		1.2%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Hirata Village		6,656		October to November 2011		Applicants not older than 15years		884		5		0.57%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Samegawa Village		3,859		October 2011 to Febrary 2012 		Infants to highschool students and pregnant women		511		1		0.2%		0.336								5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																										2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																														0.4166666667

																												September 2012 (※NORM)		High school students or younger		0						0

																												September to November 2013		High school students or younger		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.00





P3 ☆個人線量計

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ



																小数点以下一桁に変更 ショウスウテン イカ ヒト ケタ ヘンコウ																														直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



				自治体 ジチタイ				測定期間 ソクテイ キカン		対象 タイショウ		測定人数
（Ａ） ソクテイ ヒト スウ		1mSv/年以上の人数
（Ｂ） ネン イジョウ ニンズウ		1mSv/年以上の人数の比率
（Ｂ）÷（Ａ） ニンズウ ヒリツ		年間個人線量
（平均）
[mSv/年] ネンカン コジン センリョウ ヘイキン トシ																												A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

				いわき市		333,802		2011年11月～2012年1月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		31,235		477		1.5%		0.44																												5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

				郡山市 コオリヤマシ		326808		2017年11月～2018年1月		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		5,268		0		0.0%		0.19

								2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		7,142		13		0.2%		0.319

								2012年5月～7月		未就学児童及び妊婦		7,847		3,556		45.3%		1.00

						326808		2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		3,960		0		0.0%		0.16

								2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		4,816		7		0.1%		0.31

						326808		2011年10月～11月 ネン		小中学生 ショウチュウガクセイ		25,551		17,188		67.3%		1.3

				福島市 フクシマシ				2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		2,340						0.12

								2016年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		820						0.12

								2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		5,973						0.2

								2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		8,616						0.32

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		10,100		659		6.5%		0.44

								2012年11月～2013年1月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		16,223		1,830		11.3%		0.56

								2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び15歳以下の子ども ニンプ オヨ サイイカ		36,767						1.04

								2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		4,854		27		0.6%		0.16

								2016年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		3,062		27		0.9%		0.2

								2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		24,667		427		1.7%		0.28

								2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		46,436		2,056		4.4%		0.44

				会津若松市 アイヅワカマツシ				2012年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		4,781		1		0.0%		0.18

						123,790		2011年12月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,679		12		0.1%		0.30

				須賀川市 スカガワシ		78299		2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		5,950		32		0.5%		0.36																												267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

								2011年9月～11月 ネン ツキ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		11,461		2,991		26.1%		0.84

				南相馬市 ミナミソウマシ		64539		2017年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,381		150		2.8%		0.36																												11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

								2016年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,786		183		3.2%		0.40

								2015年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,582		297		5.3%		0.40

								2013年6月～8月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		9,619		2,262		23.5%		0.80

				伊達市 ダテシ		63755		2014年7月～2015年6月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイ イカ コ		5,309		183		3.4%		0.38																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

						63755		2014年7月～2015年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		12,912		2,022		15.7%		0.59																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

								2013年7月～2014年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		21,080				26.1%		0.76

						63,755		2012年7月～2013年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		52,783		17,811		33.7%		0.89																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

				白河市 シラカワシ		63186		2016年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		1,652		0		0.0%		0.20																												188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

								2015年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,966		2		0.1%		0.20

								2014年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		7,016		25		0.4%		0.28

								2013年7月～10月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,367		43		0.5%		0.32

								2012年7月～10月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,818		219		2.5%		0.44

						63,186		2011年8月～10月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び中学生以下の子ども ニンプ オヨ チュウガクセイ イカ		9,737		1,509		15.5%		0.72																												188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

				二本松市 ニホンマツシ		57673		2017年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,413						0.41																												295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

								2016年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,832				1.8%		0.47

								2015年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,803				4.0%		0.55

								2014年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,643				10.0%		0.66

								2013年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		6,032				18.6%		0.72

						57,673		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		女性、乳幼児から高校生相当 ジョセイ ニュウヨウジ コウコウセイ ソウトウ		8,725				79.9%		1.53																												295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

				喜多方市 キタカタシ				2013年6月～2014年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		2,560		0		0.0%		0.028

						50,829		2012年6月～2013年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		3,340		0		0.0%		0.054

				相馬市 ソウマシ		35985		2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,949		0		0.0%		0.27																												1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

								2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,010		556		13.9%

				本宮市 モトミヤシ		30857		2015年6月～8月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		3,125						0.32

						30,857		2011年9月～11月 ネン ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,745		2,603		54.9%		1.09

				西郷村 ニシゴウ ムラ				2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,365		4		0.2%

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,375		19		0.8%

								2012年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,493		104		4.2%

						19,959		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,879		648		22.5%

				矢吹町 ヤブキマチ		17,769		2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		1,484		2		0.1%		0.31																												72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

				桑折町 クワ オ マチ				2014年8月～2015年1月		年齢を限らない全村民【広報で周知】 ムラ コウホウ シュウチ

						12469		2013年8月～2014年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		633				1.0%		0.4																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

						12,469		2012年8月～2013年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,050				8.3%		0.6																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				小野町 オノマチ				2015年9月～11月		高校生以下の子ども		377		0		0.0%		0.22						2012年9月 (※NORM) ネン ガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		730						0.85

								2012年9月		高校生以下の子ども		730		0		0.0%		0.25						2015年9月～11月 ネン ガツガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		377		0		0.0%		0.22

				国見町 クニミマチ		9800		2013年8月～10月 ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		501		6		1.2%		0.34																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				平田村 ヒラタ ムラ		6,656		2011年10月～11月 ネン		15歳以下の子ども サイイカ		884		5		0.6%																														53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				鮫川村 サメカワ ムラ		3,859		2011年10月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		妊婦、乳幼児から高校中学生相当 ニンプ ニュウヨウジ コウコウ チュウガクセイ ソウトウ		511		1		0.2%		0.336																												5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																										2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																														0.4166666667

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ



																																														直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



																								Municipalities				Measurement Period		Persons Monitoerd		Number of people
(Ａ)		Number of people over 1mSv/year (Ｂ)		Percentage
(Ｂ) ÷ (Ａ) [％]		Average Annual Individual Dose
[mSv/year]								A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

																								Iwaki City		333,802		November 2011 to January 2012		Junior high school students or younger		31,235		477		1.53%		0.44								5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

																								Koriyama City		326808		June to September 2015		Infants and pregnant women		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																												May to July 2012		Infants and pregnant women		5,268		0		0.00%		0.19

																										326808		June to September 2015		Elementary school and junior high school students		3,960		0		0.00%		0.16

																												October to Nobember 2011		Elementary school and junior high school students		25,551		17,188		67.3%		1.33

																								Fukushima City		284948		September to November 2014		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																												September to November 2013		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																												September to November 2012		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										284,948		September to November 2011		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																												September to November 2014		All citizens		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																								Aizuwakamatsu City				July to September 2012		Junior high school students or younger		4,781		1		0.02%		0.18

																										123,790		November 2011 to Febrary 2012		Junior high school students or younger		8,679		12		0.14%		0.30

																								Sukagawa City		78299		September to November 2014		Applicants not older than 18years		5,950		32		0.54%		0.36								267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

																												September to Nobember 2011		Applicants not older than 18years		11,461		2,991		26.10%		0.84

																								Minamisoma City		64539		April to June 2015		All citizens		5,381		150		2.79%		0.4								11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

																												June to August 2013		All citizens		9,619		2,262		23.52%		0.8

																								Date City		63755		July 2014 to June 2015		All citizens		5,309		183		3.4%		0.38								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																												July 2014 to June 2015		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										63,755		Jury 2012 to June 2013		All citizens		52,783		17,811		33.7%		0.89								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																								Shirakawa City		63186		July to September 2014		Junior high school students or younger		1,652		0		0.00%		0.2								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																												July to October 2012		Junior high school students or younger		8,818		219		2.48%		0.44

																										63,186		August to October 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		9,737		1,509		15.5%		0.72								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																								Nihonmatsu City		57673		May to July 2014		Infants to highschool students and women		5,413						0.41								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																										57,673		September to November 2011		Infants to highschool students and women		8,725						1.53								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																								Kitakata City				June 2013 to March 2014		All citizens		2,560		0		0.0%		0.028

																										50,829		June 2012 to March 2012		All citizens		3,340		0		0.0%		0.054

																								Soma City		35985		September to Nobember 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		1,949		0		0.00%										1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

																												October to Decrmber 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,010		556		13.87%

																								Motomiya City		30857		June to August 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		3,125						0.32

																										30,857		September to November 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,745		2,603		54.86%		1.09

																								Nishigo Village				September to November 2014		Junior high school students or younger		2365		4		0.17%

																												September to November 2013		Junior high school students or younger		2375		19		0.80%

																												September to November 2012		Junior high school students or younger		2,493		104		4.17%

																										19,959		September to November 2011		Junior high school students or younger		2,879		648		22.51%

																								Yabuki Town		17,769		October to December 2011		Elementary school and junior high school students		1,484		2		0.13%		0.31								72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

																								Koori Town		12469		August 2013 to January 2014		Junior high school students or younger		633		0		1.00%		0.4								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																										12,469		August 2012 to January 2013		Junior high school students or younger		1,050		0		8.30%		0.6								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Ono Town				September to November 2015		High school students or younger		377		0		0		0.22

																												September 2012		High school students or younger		730		0		0		0.25

																								Kunimi Town		9800		August to October 2013		Junior high school students or younger		501		6		1.2%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Hirata Village		6,656		October to November 2011		Applicants not older than 15years		884		5		0.57%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Samegawa Village		3,859		October 2011 to Febrary 2012 		Infants to highschool students and pregnant women		511		1		0.2%		0.336								5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																										2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																														0.4166666667

																												September 2012 (※NORM)		High school students or younger		0						0

																												September to November 2013		High school students or younger		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.00
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P22 業種別実効線量



				実効線量
（mSv/年) ジッコウ センリョウ ネン		一般医療 イッパン イリョウ		歯科医療 シカイ リョウ		獣医療 ケモノ イリョウ		合計 ゴウケイ

				～1mSv/年 ネン		320,338		23,341		15,093		358,772

						90.8%		99.3%		99.2%		91.7%

				1～5mSv/年 ネン		27,327		156		116		27,599

						7.8%		0.7%		0.8%		7.1%

				5～10mSv/年 ネン		3,552		5		5		3,562

						1.0%		0.0%		0.0%		0.9%

				10mSv/年～ ネン		1,384		3		3		1,390

						0.4%		0.0%		0.0%		0.4%

				合計 ゴウケイ		352,601		23,505		15,217		391,323

						100%		100%		100%		100%





				Effective Dose
（mSv/year)		General Medicine		Dental Care		Veterinary Care		Total

				～1mSv/year		320,338		23,341		15,093		358,772

						90.8%		99.3%		99.2%		91.7%

				1～5mSv/year		27,327		156		116		27,599

						7.8%		0.7%		0.8%		7.1%

				5～10mSv/year		3,552		5		5		3,562

						1.0%		0.0%		0.0%		0.9%

				10mSv/year～		1,384		3		3		1,390

						0.4%		0.0%		0.0%		0.4%

				Total		352,601		23,505		15,217		391,323

						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%







P22 放出



				放出した放射性物質 
【　】内は物理学的半減期 ナイ ブツリ ガク テキ ハンゲンキ		福島第一原子力発電所 フクシマ ダイイチ ゲンシリョク ハツデンショ		チェルノブイリ原子力発電所 ゲンシリョク ハツデンショ		チェルノブイリ原子力発電所
／福島第一原子力発電所 ゲンシリョク ハツデンショ フクシマ ダイイチ ゲンシリョク ハツデンショ

				総放出量（ヨウ素換算）注１ チュウ		　　　77　注２ チュウ		520		6.8

				ヨウ素131【8日】 		16		180		11.3

				セシウム134【2年】 		1.8		4.4		2.4

				セシウム137【30年】 		1.5		8.5		5.7

				ストロンチウム90【29年】 		0.014		0.8		57

				プルトニウム239【2.4万年】 		0.0000003		0.003		10,000







【機密性2情報】		




P14 世界放射線



				地域・国 チイキ クニ				実効線量　[ミリシーベルト/年] ジッコウ センリョウ ネン

				地域 チイキ		国 クニ		1.5未満		1.5～3.0		3.0～5.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　		5.0～7.0　		7.0～10.0		10以上

				東アジア		日本		6,021		6,455

						中国(香港)				550		93		6		1

						マレーシア		1,249		424

				北ヨ―ロッパ		デンマーク				360		130		25		8		2

						フィンランド		22		341		100		24		15		12

						リトアニア		168		162		36		4		2		1

				西ヨ―ロッパ		ベルギ―		28		780		184		22		5		3

						オランダ		1,402		148		8

				東ヨ―ロッパ		ブルガリア				704		184

						ハンガリ―		56		543		269		102		35		15

						ルーマニア				1,337		826		107

						ロシア		8,094		5,203		971		271		147		124

				ヨ―ロッパ		アルバニア		5		270		60		15

						イタリア		15		4,093		1,200		320		80		20

						ポルトガル		365		407		156		15

				割合				39%		48%		9%		2%		1%		1%





																								国		屋内ラドン濃度		年間実効線量

																										[ベクレル/m3]		[ミリシーベルト/年]

																								モンテネグロ		184		4.6

																								フィンランド		120		3

																								チェコ		118		3

																								ルクセンブルグ		110		2.7

																								スウェーデン		108		2.7





																																地域・都市		屋外の平均空間線量		地域の特徴

																																		[ミリシーベルト/年]

																																インド/		　　９．２　（５．２～３２．３）		モザナイト砂海岸地域

																																ケララ、チェンナイ（旧マドラス）

																																中国/		　　２．３		モザナイト砂海岸地域

																																広東省陽江

																																イラン/		　　４．７　（０．４９～６１３）		泉水

																																ラムサール
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P13 日常線量

		5		診断 シンダン				0.6				3.87

		4		ラドン・トロン*		1.26				0.48

		3		食品 ショクヒン		0.29				0.99

		2		宇宙 ウチュウ		0.39				0.3

		1		大地 ダイチ		0.48				0.33

		5		Diagnosis				0.6				3.87

		4		Radon and
 Thoron*		1.26				0.48

		3		Food		0.29				0.99

		2		Space		0.39				0.3

		1		Ground		0.48				0.33



診断	[系列名]
 [値]
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[値]
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 [値]
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0.6	3.87	ラドン・トロン*	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]
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P20 Sheet5



						日本		コーデックス		EU（域内の		アメリカ

						(2012. 4～）		委員会(※3)		流通品）

				飲料水		10		1000		1000		1200

				牛乳		50		1000		1000		1200

				一般食品		100		1000		1250		1200

				乳児用食品		50		1000		400		1200







初期甲状腺

				予防的避難区域 ヨボウテキ ヒナン クイキ		計画的避難区域 ケイカクテキ ヒナン クイキ

		成人、20歳 セイジン サイ		7.2～34		16～35

		小児、10歳 ショウニ サイ		12～58		27～58

		幼児、1歳 ヨウジ サイ		15～82		47～83
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県民健康調査「基本調査」の行動記録から推計した
外部被ばくによる実効線量の分布

（放射線業務従事者を除く）

２．事故直後の外部被ばくの状況

【出典】福島県「県民健康調査」検討委員会（第28回）より作成

９９．８％

９９．９８％

○ 福島県「県民健康調査｣基本調査において、2011年３月11日から７月11日
まで｢いつ｣､｢どこに｣､｢どのくらいいたか｣などの行動記録から、事故直後の外部
被ばく線量（※用語解説参照）の推計を行っています。

○ 事故後4ヶ月間の外部被ばくによる実効線量推計値は、201７年６月３０日ま
でに推計が終了した放射線業務従事経験者を除く約46万人の方のうち、93.8％
の方が２ミリシーベルト未満、99.8％の方が５ミリシーベルト未満、99.9％以
上の方が10ミリシーベルト未満（最高値は25ミリシーベルト）という結果でした。

こうした結果から、福島県｢県民健康調査｣検討委員会では、｢放射線による健
康影響があるとは考えにくい｣と評価しています。

■■福島における放射線の状況■■
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３．個人線量計による外部被ばくの状況

○ 福島県では、2011年度から一部の市町村により子ども・妊婦を中心として個人
線量計による被ばく線量の把握が行われています。

○ 年間個人線量（市町村内平均）の公表結果は下表のとおりであり、2013年度以
降の調査結果では、年間1mSv以上の市町村は見られません。

■■福島における放射線の状況■■

※ 市町村における測定結果として公表されている値を集計した。未記入の欄は該当する値が公表されていない。
※ 「1mSv/年以上の人数(B)」は、測定期間内の被ばく線量を年換算推計をした値に基づくもの。
※ 市町村ごとの方法で実施されており、必ずしも測定時期・期間、線量計の配布対象者数、測定機器等が統一されたもの

ではないため、市町村間及び時点でデータ比較を行う際には注意が必要。
※ 年齢を限らず、全住民を測定対象とした場合、一般的に長時間の屋外移動を行う者が含まれることにより、測定値が高く

なる傾向にある。

＜個人線量計による外部被ばく線量測定結果＞

自治体 測定期間 対象
測定人数

（Ａ）

1mSv/年以上
の人数

（Ｂ）

1mSv/年以上の
人数の比率
（Ｂ）÷（Ａ）

年間個人線量
（平均）

[mSv/年]

いわき市 2011年11月～2012年1月 中学生以下の子ども 31,235 477 1.5% 0.44
2017年11月～2018年1月 未就学児童及び妊婦 5,268 0 0.0% 0.19
2015年6月～9月 未就学児童及び妊婦 7,142 13 0.2% 0.319
2012年5月～7月 未就学児童及び妊婦 7,847 3,556 45.3% 1.00
2017年9月～11月 小中学生 3,960 0 0.0% 0.16
2015年6月～9月 小中学生 4,816 7 0.1% 0.31
2011年10月～11月 小中学生 25,551 17,188 67.3% 1.3
2017年9月～11月 15歳以下の子ども 2,340 0.12
2016年9月～11月 15歳以下の子ども 820 0.12
2015年9月～11月 15歳以下の子ども 5,973 0.2
2014年9月～11月 15歳以下の子ども 8,616 0.32
2013年9月～11月 15歳以下の子ども 10,100 659 6.5% 0.44
2012年11月～2013年1月 15歳以下の子ども 16,223 1,830 11.3% 0.56
2011年9月～11月 妊婦及び15歳以下の子ども 36,767 1.04
2017年9月～11月 年齢を限らない全市民 4,854 27 0.6% 0.16
2016年9月～11月 年齢を限らない全市民 3,062 27 0.9% 0.2
2015年9月～11月 年齢を限らない全市民 24,667 427 1.7% 0.28
2014年9月～11月 年齢を限らない全市民 46,436 2,056 4.4% 0.44
2012年7月～9月 中学生以下の子ども 4,781 1 0.0% 0.18
2011年12月～2012年2月 中学生以下の子ども 8,679 12 0.1% 0.30
2014年9月～11月 18歳以下の子ども 5,950 32 0.5% 0.36
2011年9月～11月 18歳以下の子ども 11,461 2,991 26.1% 0.84
2017年4月～6月 年齢を限らない全市民 5,381 150 2.8% 0.36
2016年4月～6月 年齢を限らない全市民 5,786 183 3.2% 0.40
2015年4月～6月 年齢を限らない全市民 5,582 297 5.3% 0.40
2013年6月～8月 年齢を限らない全市民 9,619 2,262 23.5% 0.80
2014年7月～2015年6月 15歳以下の子ども 5,309 183 3.4% 0.38
2014年7月～2015年6月 年齢を限らない全市民 12,912 2,022 15.7% 0.59
2013年7月～2014年6月 年齢を限らない全市民 21,080 26.1% 0.76
2012年7月～2013年6月 年齢を限らない全市民 52,783 17,811 33.7% 0.89
2016年7月～9月 中学生以下の子ども 1,652 0 0.0% 0.20
2015年7月～9月 中学生以下の子ども 2,966 2 0.1% 0.20
2014年7月～9月 中学生以下の子ども 7,016 25 0.4% 0.28
2013年7月～10月 中学生以下の子ども 8,367 43 0.5% 0.32
2012年7月～10月 中学生以下の子ども 8,818 219 2.5% 0.44
2011年8月～10月 妊婦及び中学生以下の子ども 9,737 1,509 15.5% 0.72
2017年5月～7月 年齢を限らない全市民 5,413 0.41
2016年5月～7月 年齢を限らない全市民 5,832 1.8% 0.47
2015年5月～7月 年齢を限らない全市民 5,803 4.0% 0.55
2014年5月～7月 年齢を限らない全市民 5,643 10.0% 0.66
2013年5月～7月 年齢を限らない全市民 6,032 18.6% 0.72
2011年9月～11月 女性、乳幼児から高校生相当 8,725 79.9% 1.53
2013年6月～2014年3月 年齢を限らない全市民 2,560 0 0.0% 0.028
2012年6月～2013年3月 年齢を限らない全市民 3,340 0 0.0% 0.054
2015年9月～11月 妊婦、乳幼児から中学生 1,949 0 0.0% 0.27
2011年10月～12月 妊婦、乳幼児から中学生 4,010 556 13.9%

福島市

郡山市

喜多方市

相馬市

南相馬市

会津若松市

二本松市

須賀川市

伊達市

白河市
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P2 基本

		～１未満 ミマン		288,511				317,752

		～２未満 ミマン		146,899				137,773

		～３未満 ミマン		25,636				21,988

		～４未満 ミマン		1,495				1,564

		～５未満 ミマン		505		463,046		628

		～６未満 ミマン		389				497

		～７未満 ミマン		230				297

		～８未満 ミマン		116				166

		～９未満 ミマン		78				124

		～10未満 ミマン		41		463,900		79

		～11未満 ミマン		36				78

		～12未満 ミマン		30				56

		～13未満 ミマン		13				40

		～14未満 ミマン		12				35

		～15未満 ミマン		6				33

		15以上～ イジョウ		15				310

				464,012		99.98%

						99.79%

		～ 1		288,511				317,752

		～ 2		146,899				137,773

		～ 3		25,636				21,988

		～ 4		1,495				1,564

		～ 5		505		463,046		628

		～ 6		389				497

		～ 7		230				297

		～ 8		116				166

		～ 9		78				124

		～ 10		41		463,900		79

		～ 11		36				78

		～ 12		30				56

		～ 13		13				40

		～ 14		12				35

		～ 15		6				33

		15 ～		15				310

				464,012		99.98%

						99.79%



【機密性2情報】		


～１未満	～２未満	～３未満	～４未満	～５未満	～６未満	～７未満	～８未満	～９未満	～10未満	～11未満	～12未満	～13未満	～14未満	～15未満	15以上～	288511	146899	25636	1495	505	389	230	116	78	41	36	30	13	12	6	15	～ 1	～ 2	～ 3	～ 4	～ 5	～ 6	～ 7	～ 8	～ 9	～ 10	～ 11	～ 12	～ 13	～ 14	～ 15	15 ～	288511	146899	25636	1495	505	389	230	116	78	41	36	30	13	12	6	15	



P7 WBC

		① 測定を実施した自治体

		福島県内全59市町村 ナイ シチョウソン



		② 県外へ避難された方を対象としたホールボディ・カウンタによる内部被ばく検査 ケンガイ ヒナン カタ タイショウ ナイブ ヒ ケンサ

		[常設機関における検査] ジョウセツ キカン ケンサ

		弘前大学医学部附属病院、杜の都産業保健会、東海村産業・情報プラザ、新潟県立がんセンター新潟病院被ばく医療センター、金沢医療センター、大津赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院、広島大学病院、長崎大学病院（2017年３月２８日現在）






		[ホールボディ・カウンタ車による検査] クルマ ケンサ

		福島県では、県外に避難された方が受検できるようホールボディ・カウンタ車を巡回して検査を行っており、現在までに栃木県、山形県、秋田県、岩手県、宮城県、京都府、兵庫県、千葉県、神奈川県、東京都、群馬県、埼玉県、沖縄県、愛知県、長野県、静岡県、岐阜県、山梨県、北海道、岡山県、三重県、鳥取県、大阪府、福岡県、熊本県、佐賀県、高知県、香川県、徳島県、大分県、宮崎県、富山県、島根県、山口県、福井県、奈良県、和歌山県で検査が実施された。（2016年1月27日現在） ミヤギケン グンマケン ミエケン トットリケン クマモトケン コウチケン オオイタケン ミヤザキケン トヤマケン シマネケン ヤマグチケン フクイケン ナラケン ワカヤマ ケン









		③ 測定結果（預託実効線量）　（2017年3月分まで：2017年4月26日発表） ヒ

								2011年6月27日～		2012年2月1日～		合計

								reserved-40939x1F		reserved-42825x1F



				１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満				15,384人		306,335人		321,719人		（ 99.99% ）								１mSv未満 ミマン		321,719 人

				１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				13人		1人		14人		（ 0.00% ）								1～2 mSv		14 人

				２ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				10人		0人		10人		（ 0.00% ）								2～3mSv		10 人

				３ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				2人		0人		2人		（ 0.00% ）								3mSv以上 イジョウ		2 人

				合　　計				15,409人		306,336人		321,745人		（ 100% ）										321745















		(1)Municipalities governments which conducted the measurements

		All 59 municipalities in Fukushima Prefecture



		(2) To conduct internal exposure inspection by whole body counter intended for the person who has been evacuated to outside the prefecture.

		[The inspection in permanent organization]

		Hirosaki University School of Medicine & Hospital, Morinomiyako Occupational Health Association, Atom World, Niigata Prefecture, National Hospital Organization Kanazawa Medical Center, Japanese Red Cross Otsu Hospital, Ehime University Hospital, Hiroshima University Hospital, and Nagasaki University Hospital (As of January 27, 2016)





		[Whole body counter vehicle]

		Fukushima Prefecture circulates a whole body counter vehicle so that those who have evacuated from the prefecture can take examinations.

		(3) Results (Committed effective doses) (for those conducted until December 2015: Published in January 2016

								June 27, 2011 to		February 1, 2012 to 		Total

								January 31, 2012		January 27, 2016



				～ 1mSv				15,384 persons		306,335 persons		321,719 persons		（ 99.99% ）

				1mSv				13 persons		1 persons		14 persons		（ 0.00% ）

				2mSv				10 persons		0 persons		10 persons		（ 0.00% ）

				3mSv				2 persons		0 persons		2 persons		（ 0.00% ）

				Total				15,409 persons		306,336 persons		321,745 persons		（ 100% ）



















		(1)Local governments which conducted the measurements

		All 59 municipalities in Fukushima Prefecture

		(2) Organizations which implemented the measurements

		Fukushima Prefecture, the National Institute of Radiological Sciences, the Japan Atomic Energy Agency, the Minamisoma City General Hospital, Niigata Prefecture, Hirosaki University School of Medicine & Hospital, the Hiroshima University Hospital, and the Nagasaki University Hospital

		(3) Circulating a whole body counter vehicle and conducting examinations outside Fukushima Prefecture

		Fukushima Prefecture circulates a whole body counter vehicle so that those who have evacuated from the prefecture can take examinations, and examinations were conducted in Tochigi, Yamagata, Akita, Miyagi, Iwate, Kyoto and Hyogo. (As of December 31, 2013)

		(4) Measurement results (Effective doses) (for those conducted in or before December 2013: publicized in February 2014)

						June 27, 2011 to		February 1, 2012 to 		Total (persons)

						January 31, 2012 (persons)		December 31, 2013 (persons)

				Less than 1 mSv		15,384		159,868		175,252 (99.99%)

				1 mSv		13		1		14 (0.01%)

				2 mSv		10		0		10 (0.01%)

				3 mSv		2		0		2 (0.00%)

				Total		15,409		159,869		175,278 (100%)

		*Committed effective doses: one time ingestion on March 12, 2011 is assumed before January 31, 2012, and continued daily ingestion of certain uniform amounts is assumed after February 1, 2012 up to the day before the examination. Internal exposure doses inside human bodies were accumulated for 50 years in case of adults and for the period up to the time when ages become 70 years old in case of children.

		(Source Data) Fukushima Prefecture, “Implementation Status of Internal Exposure Examinations by the Whole Body Counter”





１mSv未満	1～2 mSv	2～3mSv	3mSv以上	321719	14	10	2	

弘前大学医学部附属病院、杜の都産業保健会、アトムワールド、新潟県、金沢医療センター、大津赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院、広島大学病院、長崎大学病院（2015年11月30日現在）



P5 甲状腺

				<甲状腺検査（先行検査）の実施状況＞ コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ ジッシ ジョウキョウ



				判定結果				判定内容		人数（人）		内訳割合（％） ウチワケ

				結果確定数						300,476		100

				Ａ判定		Ａ１		結節やのう胞を認めなかったもの		154,607		51.5		99.2

						Ａ２		5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの		143,575		47.8

				Ｂ判定				5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの		2,293		0.8

				Ｃ判定				甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの		1		0.0

				悪性ないし悪性疑い 116人（手術実施 102人：良性結節1人、乳頭癌100人、低分化癌1人） アクセイ アクセイ ウタガ ヒト シュジュツ ジッシ ヒト リョウセイ ケッセツ ヒト ニュウトウ ガン ヒト テイブンカ ガン ヒト

				＜甲状腺検査（本格検査）の実施状況＞ コウジョウセン ケンサ ホンカク ケンサ ジッシ ジョウキョウ

				判定結果				判定内容		人数（人）		内訳割合（％） ウチワケ

				結果確定数						220,088		100

				Ａ判定		Ａ１		結節やのう胞を認めなかったもの		89,565		40.7		99.2

						Ａ２		5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの		128,704		58.5

				Ｂ判定				5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの		1,819		0.8

				Ｃ判定				甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの		0		0

				悪性ないし悪性疑い 51人（手術実施 16人：乳頭癌16人） アクセイ アクセイ ウタガ ヒト シュジュツ ジッシ ヒト ニュウトウ ガン ヒト



				［判定結果の説明］
　・Ａ１、Ａ２判定は次回の検査まで経過観察
　・Ｂ、Ｃ判定は二次検査（二次検査対象者に対しては、二次検査日時、場所を改めて通知して実施）
　※　Ａ２の判定内容であっても、甲状腺の状態等から二次検査を要すると判断した方については、Ｂ判定としています。













P5 甲状腺English



				<Results of Thyroid Ultrasound Examinations：Initial Screening＞

										Criteria		Number of persons		Percentage (%)												Criteria		Number of Persons		Percentage (%)

				Persons whose grade were fixed								300,476		100.0								grade A		A1		No nodules or cysts were found.		134,805		53		99.3

				grade A				A1		No nodules or cysts were found.		154,607		51.5		99.2								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		117,679		46.3

								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		143,575		47.8								grade B				Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		1,795		0.7

				grade B						Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		2,293		0.8								grade C				Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		1		0.0004

				grade C						Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		1		0.0												Total # of People Whose Examination Results were Established		254,280		100

				113 persons had malignancy or suspected



				<Results of Thyroid Ultrasound Examinations：Full-scale Screening>

										Criteria		Number of persons		Percentage (%)

				Persons whose grade were fixed								220,088		100.0

				grade A				A1		No nodules or cysts were found.		89,565		40.7		99.2

								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		128,704		58.5

				grade B						Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		1,819		0.8

				grade C						Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		0		0.0

				39 persons had malignancy or suspected



				(Explanations for the persons diagnosed in each grade)

				・		Follow-ups for those with grade A1 and A2 until next examinations

				・		Subsequent examinations for those with grade B and C (The dates and places of the subsequent examinations will be notified to those who will take the subsequent examinations).


				(Remarks) 

				＊		Grade B was applied to those of grade A2 for whom diagnoses were made that they should take subsequent examinations considering the conditions of their thyroid glands.



																(Source) Health Management Survey Exploratory Committee  (the 22nd meeting)







P6 参考



								青森県（弘前市）								山梨県（甲府市）								長崎県（長崎市）										甲状腺検査（先行検査） コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ								甲状腺検査（本格検査） コウジョウセン ケンサ ホンカク ケンサ

				判定結果 ハンテイ ケッカ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ						人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ

				Ａ		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4				154,607		298,182		51.5		99.2		89,565		218,269		40.7		99.2

						A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5						143,575				47.8				128,704				58.5

				B				21				1.3				15				1.1				8				0.6						2,293				0.8				1,819				0.8

				C				0				0.0				0				0.0				0				0.0						1				0.0				0				0.0

				（計） ケイ				1,630				100.0				1,366				100.0				1,369				100.0						300,476				100.0				220,088				100.0



				福島県外３県における甲状腺所有見率調査は2012年度実施、福島県県民健康調査甲状腺検査の先行検査は2015年6月30日現在、本格検査は2016年12月31日現在。 フクシマ ケン ソト ケン コウジョウセン ショユウ ミ リツ チョウサ ネンド ジッシ フクシマケン ケンミン ケンコウ チョウサ コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ ネン ガツ ヒ ゲンザイ ホンカク ケンサ ネン ガツ ヒ ゲンザイ







								Aomori Prefecture								Yamanashi Prefecture								Nagasaki Prefecture										Fukushima Prefecture /references

								(Hirosaki City)								(Kofu City)								(Nagasaki City)										Initial Screening								Full-scale inspection

				Grade				Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)						Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)

				A		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4				154,607		298,182		51.5		99.2		89,565		218,269		40.7		99.2

						A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5						143,575				47.8				128,704				58.5

				B				21				1.3				15				1.1				8				0.6						2,293				0.8				1,819				0.8

				C				0				0.0				0				0.0				0				0.0						1				0.0				0				0.0

				(Total)				1,630				100.0				1,366				100.0				1,369				100.0						300,476				100.0				220,088				100.0









																																																		Aomori Prefecture (Hirosaki City)								Yamanashi Prefecture (Koufu City)								Nagasaki Prefecture (Nagasaki City)



																																														Diagnosis Results				# of Persons				Percentage (%)				# of Persons				Percentage (%)				# of Persons				Percentage (%)

																																														　A		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4

																																																A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5

																																														　B				21				1.3				15				1.1				8				0.6

																																														　C				0				0				0				0				0				0

																																														(Total)				1,630				100				1,366				100				1,369				100





P1 空間線量率
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2.74	1.04	0.63	0.69	0.46	0.33	0.24	0.25	0.23	0.2	0.2	0.18	0.17	0.15	0.15	












2.74	1.04	0.63	0.69	0.46	0.33	0.24	0.25	0.23	0.2	



P1 空間線量率評

								福島市		会津若松市		いわき市

								県北保健福祉事務所		合同庁舎		合同庁舎

				震災前の平常時				0.04		0.04～0.05		0.05～0.06

				reserved-40634x1F				2.74		0.24		0.66

				41883				1.04		0.13		0.18

				reserved-40969x1F				0.63		0.1		0.17

				41883				0.69		0.1		0.1

				reserved-41334x1F				0.46		0.07		0.09

				41883				0.33		0.07		0.09

				reserved-41699x1F				0.24		0.07		0.08

				41883				0.25		0.07		0.08

				reserved-42064x1F				0.23		0.06		0.07

				41883				0.20		0.06		0.07

				reserved-42430x1F				0.20		0.06		0.07

				41883				0.18		0.06		0.07

				reserved-42795x1F				0.17		0.06		0.07

				41883				0.15		0.05		0.06

				reserved-43160x1F				0.15		0.05		0.07



								Fukushima City		Aizuwakamatsu City		Iwaki City

								North area Public Health and Welfare Office		Government Office Complex		Government Complex

				Normal Value before the Great Earthquake				0.04		0.04～0.05		0.05～0.06

				April 1, 2011				2.74		0.24		0.66

				September 1, 2011				1.04		0.13		0.18

				March 1, 2012				0.63		0.1		0.17

				September 1, 2012				0.69		0.1		0.1

				March 1, 2013				0.46		0.07		0.09

				September 1, 2013				0.33		0.07		0.09

				March 1, 2014				0.24		0.07		0.08

				September 1, 2014				0.25		0.07		0.08

				March 1, 2015				0.24		0.06		0.07

				September 1, 2015				0.20		0.06		0.07



【機密性2情報】		




P3 Sheet1

								測定時期 ソクテイ ジキ		対象 タイショウ		測定数 ソクテイスウ		1mSv以上数 イジョウ スウ

				郡山市 コオリヤマシ		2014年度						7981		33		0.41%

						2013年度						15962		213		1.33%

						2012年度						11257		1052		9.35%

				福島市 フクシマ シ		2014年度						46436		2056		4.43%

						2013年度						10100		659		6.52%

						2012年度						16233		5		0.03%

				須賀川市 スカガワ シ		2014年度						5950		32		0.54%

						2013年度						7193		154		2.14%

						2012年度						8015		636		7.94%

						2011年度						11471		2991		26.07%

				南相馬市 ミナミソウマシ		2014年度						6942		1033		14.88%

						2013年度						8652		2007		23.20%

				白河市 シラカワシ		2014年度						14626		42		0.29%

						2013年度						16910		68		0.40%

						2012年度						17576		269		1.53%

						2011年度						19463		2297		11.80%

				伊達市 ダテシ		2014年度						21080		5502		26.10%

						2014年度						52783		17788		33.70%

				二本松市 ニホンマツシ		2014年度						5643		564		9.99%

						2014年度						6032		1122		18.60%

				相馬市 ソウマシ		2014年度						2051		2		0.10%

						2014年度						3173		8		0.25%

						2014年度						4135		125		3.02%

						2014年度						4010		556		13.87%

				国見町 クニミマチ		2014年度						383		2		0.52%

						2014年度						501		6		1.20%





P8 食品

		食品中の放射性物質の検査結果について（平成24～平成28年度） ショクヒン ナカ ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ ヘイセイ ヘイセイ ネンド



		品 目		震災以降、2011年度末まで シンサイ イコウ ネンド スエ						2012年度 ネンド						2013年度 ネンド						2014年度 ネンド						2015年度 ネンド						2016年度 ネンド

				基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ



		米		592		2.2%		26,464		84		0.0008%		1038万 マン		28		0.0003%		1104万 マン		2		0.00002%		1102.0		0		0%		1050.0		0		0%		1026.0



		麦		27		4.8%		557		0		0%		1,818		0		0%		592		0		0%		383		0		0%		323		0		ERROR:#DIV/0!



		豆 類		16		2.3%		689		63		1.1%		5,962		21		0.4%		5,167		4		0.12%		3,459		0		0%		1,813		0		0%		957



		野 菜 類		385		3.0%		12,671		5		0.03%		18,570		0		0%		19,657		0		0%		16,712		0		0%		12,205		0		0%		10,810



		果 実 類		210		7.7%		2,732		13		0.3%		4,478		0		0%		4,243		0		0%		3,302		0		0%		2,783		0		0%		2,155



		茶		192		8.6%		2,233		13		1.5%		867		0		0%		447		0		0%		206		0		0%		127		0		0%		102



		その他地域特産物		16		3.2%		498		14		0.5%		3,094		0		0%		1,618		0		0%		1,049		1		0.1%		723		1		ERROR:#DIV/0!



		原 乳		8		0.4%		1,919		0		0%		2,421		0		0%		2,040		0		0%		1,846		0		0%		1,414		0		0%		1,420



		肉・卵
（野生鳥獣肉除く） ニク タマゴ ヤセイ チョウジュウ ニク ノゾ		1058		1.3%		79,181		4		0.003%		154,866		0		0%		194,945		0		0%		188,304		0		0%		225,911		0		ERROR:#DIV/0!



		牛肉 ギュウニク		2(6)		0.0032%		187,176		2(6)		0.0032%		187,176		0		0%		208,477 ※		0		0%		3,266		0		0%		3,266		0		0%		3,266



		豚肉・鶏肉・卵等
（野生鳥獣肉除く） ブタニク トリニク タマゴ ナド		2		0.09%		2,174		2		0.09%		2,174		0		0%		447		0		0%		198		0		0%		198		0		0%		198



		野生鳥獣肉 ヤセイ チョウジュウ ニク		1204		0.9%		137,037		2372		0.9%		278,275		1025		0%		335,860		435		0.1%		292,061		435		0.1%		292,061		435		0.1%		292,061



		きのこ・山菜類		779		20.2%		3,856		605		9.2%		6,588		194		2.6%		7,581		103		1.2%		8,557		87		1.0%		8,433		86		0.9%		9,241



		水 産 物		1,476		17.2%		8,576		1,093		5.6%		19,565		302		1.5%		20,695		100		0.5%		20,922		14		0.07%		18,801		11		0.06%		18,166



		厚生労働省及び自治体等が公表したデータ等に基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県の検査結果。水産物については全国を集計。米、豆類は生産年度で集計。
比較のため、平成26年度現在の基準値に揃えて超過点数を計上。

		※ 畜産物の括弧内は、牛肉の暫定基準値500Bq/kgでは基準値超過とならない100Bq/kgの4件を含む件数。 チクサンブツ カッコ ナイ ギュウニク ザンテイ キジュン アタイ キジュン アタイ チョウカ ケン フク ケンスウ





		【出所】食品衛生法に基づく放射性物質の検査結果の厚生労働省の公表結果
　　　　 厚生労働省の公表資料を基に、農林水産省で品目別に整理をした結果の公表 シュッショ ショクヒン エイセイホウ モト ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ シリョウ モト ノウリン スイサンショウ ヒンモク ベツ セイリ ケッカ コウヒョウ

		Inspection results（FY2011～2014）



		Food item		From the accident
 to the end of FY2011						FY2012						FY2013						FY2014

				No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples

				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding

				limit		the limit				limit		the limit				limit		the limit				limit		the limit

		Rice		592		2.2%		26,464		84		0.0008%		10.38 millions		28		0.0003%		11.04 millions		2		0.00002%		11.01 millions



		Wheat		27		4.8%		557		0		0%		1,818		0		0%		592		0		0%		383



		Pulse		16		2.3%		689		63		1.1%		5,962		21		0.4%		5,167		4		0.12%		3,459



		Vegitables		385		3.0%		12,671		5		0.03%		18,570		0		0%		19,657		0		0%		16,712



		Fruits		210		7.7%		2,732		13		0.3%		4,478		0		0%		4,243		0		0%		3,302



		Tea		192		8.6%		2,233		13		1.5%		867		0		0%		447		0		0%		206



		Other cultivated plants		16		3.2%		498		14		0.5%		3,094		0		0%		1,618		0		0%		1,049



		Raw Milk		8		0.4%		1,919		0		0%		2,421		0		0%		2,040		0		0%		1,846



		Meat and eggs (excluding wild meat)		1058		1.3%		79,181		4		0.003%		154,866		0		0%		194,945		0		0%		188,304



		牛肉 ギュウニク		2(6)		0.0032%		187,176		2(6)		0.0032%		187,176		0		0%		208,477 ※		0		0%		3,266



		豚肉・鶏肉・卵等
（野生鳥獣肉除く） ブタニク トリニク タマゴ ナド		2		0.09%		2,174		2		0.09%		2,174		0		0%		447		0		0%		198



		野生鳥獣肉 ヤセイ チョウジュウ ニク		1204		0.9%		137,037		2372		0.9%		278,275		1025		0%		335,860		435		0.1%		292,061



		Mushrooms and wild plants		779		20.2%		3,856		605		9.2%		6,588		194		2.6%		7,581		103		1.2%		8,557



		Fish products		1,476		17.2%		8,576		1,093		5.6%		19,565		302		1.5%		20,695		100		0.5%		20,922



		厚生労働省及び自治体等が公表したデータ等に基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県の検査結果。水産物については全国を集計。米、豆類は生産年度で集計。
比較のため、平成26年度現在の基準値に揃えて超過点数を計上。

		※ 畜産物の括弧内は、牛肉の暫定基準値500Bq/kgでは基準値超過とならない100Bq/kgの4件を含む件数。 チクサンブツ カッコ ナイ ギュウニク ザンテイ キジュン アタイ キジュン アタイ チョウカ ケン フク ケンスウ





		【出所】食品衛生法に基づく放射性物質の検査結果の厚生労働省の公表結果
　　　　 厚生労働省の公表資料を基に、農林水産省で品目別に整理をした結果の公表 シュッショ ショクヒン エイセイホウ モト ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ シリョウ モト ノウリン スイサンショウ ヒンモク ベツ セイリ ケッカ コウヒョウ





P9 預託実効線量

		地域 		放射線量 		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 				(ミリシーベルト/年) 

		福島県(浜通り） 		0.0009		埼玉県 		0.0007

		福島県(中通り） 		0.0010		東京都 		0.0008

		福島県(会津） 		0.0010		神奈川県 		0.0008

		北海道 		0.0007		新潟県 		0.0007

		岩手県 		0.0010		大阪府 		0.0007

		宮城県 		0.0008		高知県 		0.0006

		茨城県 		0.0008		長崎県 		0.0007

		栃木県 		0.0011



		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 

		北海道 		0.0007

		岩手県 		0.001

		宮城県 		0.0008

		福島県(浜） 		0.0009

		福島県(中） 		0.001

		福島県(会） 		0.001

		茨城県 		0.0008

		栃木県 		0.0011

		埼玉県 		0.0007

		東京都 		0.0008

		神奈川県 		0.0008

		新潟県 		0.0007

		大阪府 		0.0007

		高知県 		0.0006

		長崎県 		0.0007



		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 

		Hokkaido		0.0007

		Iwate		0.001

		Miyagi		0.0008

		Hamadōri		0.0009

		Nakadōri		0.001

		Aizu		0.001

		Tochigi		0.0008

		Ibaraki		0.0011

		Saitama		0.0007

		Tokyo		0.0008

		Kanagawa		0.0008

		Niigata		0.0007

		Ōsaka		0.0007

		Kōchi		0.0006

		Nagasaki		0.0007



北海道 	岩手県 	宮城県 	福島県(浜） 	福島県(中） 	福島県(会） 	茨城県 	栃木県 	埼玉県 	東京都 	神奈川県 	新潟県 	大阪府 	高知県 	長崎県 	6.9999999999999999E-4	1E-3	8.0000000000000004E-4	8.9999999999999998E-4	1E-3	1E-3	8.0000000000000004E-4	1.1000000000000001E-3	6.9999999999999999E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	5.9999999999999995E-4	6.9999999999999999E-4	





Hokkaido	Iwate	Miyagi	Hamadōri	Nakadōri	Aizu	Tochigi	Ibaraki	Saitama	Tokyo	Kanagawa	Niigata	Ōsaka	Kōchi	Nagasaki	6.9999999999999999E-4	1E-3	8.0000000000000004E-4	8.9999999999999998E-4	1E-3	1E-3	8.0000000000000004E-4	1.1000000000000001E-3	6.9999999999999999E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	5.9999999999999995E-4	6.9999999999999999E-4	







P3 ☆個人線量計 (履歴有)

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ

														自治体からの公表数値もないので人数は削除 ジチタイ コウヒョウ スウチ ニンズウ サクジョ

																小数点以下一桁に変更 ショウスウテン イカ ヒト ケタ ヘンコウ																														直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



				自治体 ジチタイ				測定期間 ソクテイ キカン		対象 タイショウ		測定人数
（Ａ） ソクテイ ヒト スウ		1mSv/年以上の人数
（Ｂ） ネン イジョウ ニンズウ		1mSv/年以上の人数の比率
（Ｂ）÷（Ａ） ニンズウ ヒリツ		年間個人線量
（平均）
[mSv/年] ネンカン コジン センリョウ ヘイキン トシ																												A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

				いわき市		333,802		2011年11月～2012年1月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		31,235		477		1.5%		0.44																												5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

				郡山市 コオリヤマシ		326808		2017年11月～2018年1月		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		5,268		0		0.0%		0.19

								2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		7,142		13		0.2%		0.319

								2012年5月～7月		未就学児童及び妊婦		7,847		3,556		45.3%		1.00

						326808		2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		3,960		0		0.0%		0.16

								2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		4,816		7		0.1%		0.31

						326808		2011年10月～11月 ネン		小中学生 ショウチュウガクセイ		25,551		17,188		67.3%		1.3

				福島市 フクシマシ				2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		2,340						0.12

								2016年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		820						0.12

								2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		5,973						0.2

								2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		8,616						0.32

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		10,100		659		6.5%		0.44

								2012年11月～2013年1月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		16,223		1,830		11.3%		0.56

								2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び15歳以下の子ども ニンプ オヨ サイイカ		36,767						1.04

								2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		4,854		27		0.6%		0.16

								2016年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		3,062		27		0.9%		0.2

								2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		24,667		427		1.7%		0.28

								2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		46,436		2,056		4.4%		0.44

				会津若松市 アイヅワカマツシ				2012年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		4,781		1		0.0%		0.18

						123,790		2011年12月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,679		12		0.1%		0.30

				須賀川市 スカガワシ		78299		2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		5,950		32		0.5%		0.36																												267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

								2011年9月～11月 ネン ツキ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		11,461		2,991		26.1%		0.84

				南相馬市 ミナミソウマシ		64539		2017年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,381		150		2.8%		0.36																												11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

								2016年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,786		183		3.2%		0.40

								2015年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,582		297		5.3%		0.40

								2013年6月～8月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		9,619		2,262		23.5%		0.80

				伊達市 ダテシ		63755		2014年7月～2015年6月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイ イカ コ		5,309		183		3.4%		0.38																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

						63755		2014年7月～2015年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		12,912		2,022		15.7%		0.59																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

								2013年7月～2014年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		21,080				26.1%		0.76

						63,755		2012年7月～2013年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		52,783		17,811		33.7%		0.89																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

				白河市 シラカワシ		63186		2016年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		1,652		0		0.0%		0.20																												188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

								2015年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,966		2		0.1%		0.20

								2014年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		7,016		25		0.4%		0.28

								2013年7月～10月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,367		43		0.5%		0.32

								2012年7月～10月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,818		219		2.5%		0.44

						63,186		2011年8月～10月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び中学生以下の子ども ニンプ オヨ チュウガクセイ イカ		9,737		1,509		15.5%		0.72																												188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

				二本松市 ニホンマツシ		57673		2017年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,413						0.41																												295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

								2016年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,832				1.8%		0.47

								2015年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,803				4.0%		0.55

								2014年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,643				10.0%		0.66

								2013年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		6,032				18.6%		0.72

						57,673		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		女性、乳幼児から高校生相当 ジョセイ ニュウヨウジ コウコウセイ ソウトウ		8,725				79.9%		1.53																												295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

				喜多方市 キタカタシ				2013年6月～2014年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		2,560		0		0.0%		0.028

						50,829		2012年6月～2013年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		3,340		0		0.0%		0.054

				相馬市 ソウマシ		35985		2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,949		0		0.0%		0.27																												1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

								2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,010		556		13.9%

				本宮市 モトミヤシ		30857		2015年6月～8月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		3,125						0.32

						30,857		2011年9月～11月 ネン ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,745		2,603		54.9%		1.09

				西郷村 ニシゴウ ムラ				2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,365		4		0.2%

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,375		19		0.8%

								2012年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,493		104		4.2%

						19,959		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,879		648		22.5%

				矢吹町 ヤブキマチ		17,769		2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		1,484		2		0.1%		0.31																												72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

				桑折町 クワ オ マチ				2014年8月～2015年1月		年齢を限らない全村民【広報で周知】 ムラ コウホウ シュウチ

						12469		2013年8月～2014年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		633				1.0%		0.4																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

						12,469		2012年8月～2013年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,050				8.3%		0.6																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				小野町 オノマチ				2015年9月～11月		高校生以下の子ども		377		0		0.0%		0.22						2012年9月 (※NORM) ネン ガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		730						0.85

								2012年9月		高校生以下の子ども		730		0		0.0%		0.25						2015年9月～11月 ネン ガツガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		377		0		0.0%		0.22

				国見町 クニミマチ		9800		2013年8月～10月 ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		501		6		1.2%		0.34																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				平田村 ヒラタ ムラ		6,656		2011年10月～11月 ネン		15歳以下の子ども サイイカ		884		5		0.6%																														53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				鮫川村 サメカワ ムラ		3,859		2011年10月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		妊婦、乳幼児から高校中学生相当 ニンプ ニュウヨウジ コウコウ チュウガクセイ ソウトウ		511		1		0.2%		0.336																												5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																										2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																														0.4166666667

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ



																																														直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



																								Municipalities				Measurement Period		Persons Monitoerd		Number of people
(Ａ)		Number of people over 1mSv/year (Ｂ)		Percentage
(Ｂ) ÷ (Ａ) [％]		Average Annual Individual Dose
[mSv/year]								A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

																								Iwaki City		333,802		November 2011 to January 2012		Junior high school students or younger		31,235		477		1.53%		0.44								5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

																								Koriyama City		326808		June to September 2015		Infants and pregnant women		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																												May to July 2012		Infants and pregnant women		5,268		0		0.00%		0.19

																										326808		June to September 2015		Elementary school and junior high school students		3,960		0		0.00%		0.16

																												October to Nobember 2011		Elementary school and junior high school students		25,551		17,188		67.3%		1.33

																								Fukushima City		284948		September to November 2014		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																												September to November 2013		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																												September to November 2012		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										284,948		September to November 2011		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																												September to November 2014		All citizens		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																								Aizuwakamatsu City				July to September 2012		Junior high school students or younger		4,781		1		0.02%		0.18

																										123,790		November 2011 to Febrary 2012		Junior high school students or younger		8,679		12		0.14%		0.30

																								Sukagawa City		78299		September to November 2014		Applicants not older than 18years		5,950		32		0.54%		0.36								267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

																												September to Nobember 2011		Applicants not older than 18years		11,461		2,991		26.10%		0.84

																								Minamisoma City		64539		April to June 2015		All citizens		5,381		150		2.79%		0.4								11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

																												June to August 2013		All citizens		9,619		2,262		23.52%		0.8

																								Date City		63755		July 2014 to June 2015		All citizens		5,309		183		3.4%		0.38								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																												July 2014 to June 2015		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										63,755		Jury 2012 to June 2013		All citizens		52,783		17,811		33.7%		0.89								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																								Shirakawa City		63186		July to September 2014		Junior high school students or younger		1,652		0		0.00%		0.2								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																												July to October 2012		Junior high school students or younger		8,818		219		2.48%		0.44

																										63,186		August to October 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		9,737		1,509		15.5%		0.72								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																								Nihonmatsu City		57673		May to July 2014		Infants to highschool students and women		5,413						0.41								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																										57,673		September to November 2011		Infants to highschool students and women		8,725						1.53								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																								Kitakata City				June 2013 to March 2014		All citizens		2,560		0		0.0%		0.028

																										50,829		June 2012 to March 2012		All citizens		3,340		0		0.0%		0.054

																								Soma City		35985		September to Nobember 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		1,949		0		0.00%										1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

																												October to Decrmber 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,010		556		13.87%

																								Motomiya City		30857		June to August 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		3,125						0.32

																										30,857		September to November 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,745		2,603		54.86%		1.09

																								Nishigo Village				September to November 2014		Junior high school students or younger		2365		4		0.17%

																												September to November 2013		Junior high school students or younger		2375		19		0.80%

																												September to November 2012		Junior high school students or younger		2,493		104		4.17%

																										19,959		September to November 2011		Junior high school students or younger		2,879		648		22.51%

																								Yabuki Town		17,769		October to December 2011		Elementary school and junior high school students		1,484		2		0.13%		0.31								72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

																								Koori Town		12469		August 2013 to January 2014		Junior high school students or younger		633		0		1.00%		0.4								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																										12,469		August 2012 to January 2013		Junior high school students or younger		1,050		0		8.30%		0.6								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Ono Town				September to November 2015		High school students or younger		377		0		0		0.22

																												September 2012		High school students or younger		730		0		0		0.25

																								Kunimi Town		9800		August to October 2013		Junior high school students or younger		501		6		1.2%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Hirata Village		6,656		October to November 2011		Applicants not older than 15years		884		5		0.57%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Samegawa Village		3,859		October 2011 to Febrary 2012 		Infants to highschool students and pregnant women		511		1		0.2%		0.336								5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																										2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																														0.4166666667

																												September 2012 (※NORM)		High school students or younger		0						0

																												September to November 2013		High school students or younger		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.00





P3 ☆個人線量計

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ



																小数点以下一桁に変更 ショウスウテン イカ ヒト ケタ ヘンコウ																														直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



				自治体 ジチタイ				測定期間 ソクテイ キカン		対象 タイショウ		測定人数
（Ａ） ソクテイ ヒト スウ		1mSv/年以上の人数
（Ｂ） ネン イジョウ ニンズウ		1mSv/年以上の人数の比率
（Ｂ）÷（Ａ） ニンズウ ヒリツ		年間個人線量
（平均）
[mSv/年] ネンカン コジン センリョウ ヘイキン トシ																												A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

				いわき市		333,802		2011年11月～2012年1月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		31,235		477		1.5%		0.44																												5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

				郡山市 コオリヤマシ		326808		2017年11月～2018年1月		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		5,268		0		0.0%		0.19

								2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		7,142		13		0.2%		0.319

								2012年5月～7月		未就学児童及び妊婦		7,847		3,556		45.3%		1.00

						326808		2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		3,960		0		0.0%		0.16

								2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		4,816		7		0.1%		0.31

						326808		2011年10月～11月 ネン		小中学生 ショウチュウガクセイ		25,551		17,188		67.3%		1.3

				福島市 フクシマシ				2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		2,340						0.12

								2016年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		820						0.12

								2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		5,973						0.2

								2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		8,616						0.32

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		10,100		659		6.5%		0.44

								2012年11月～2013年1月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		16,223		1,830		11.3%		0.56

								2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び15歳以下の子ども ニンプ オヨ サイイカ		36,767						1.04

								2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		4,854		27		0.6%		0.16

								2016年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		3,062		27		0.9%		0.2

								2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		24,667		427		1.7%		0.28

								2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		46,436		2,056		4.4%		0.44

				会津若松市 アイヅワカマツシ				2012年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		4,781		1		0.0%		0.18

						123,790		2011年12月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,679		12		0.1%		0.30

				須賀川市 スカガワシ		78299		2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		5,950		32		0.5%		0.36																												267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

								2011年9月～11月 ネン ツキ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		11,461		2,991		26.1%		0.84

				南相馬市 ミナミソウマシ		64539		2017年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,381		150		2.8%		0.36																												11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

								2016年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,786		183		3.2%		0.40

								2015年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,582		297		5.3%		0.40

								2013年6月～8月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		9,619		2,262		23.5%		0.80

				伊達市 ダテシ		63755		2014年7月～2015年6月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイ イカ コ		5,309		183		3.4%		0.38																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

						63755		2014年7月～2015年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		12,912		2,022		15.7%		0.59																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

								2013年7月～2014年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		21,080				26.1%		0.76

						63,755		2012年7月～2013年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		52,783		17,811		33.7%		0.89																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

				白河市 シラカワシ		63186		2016年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		1,652		0		0.0%		0.20																												188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

								2015年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,966		2		0.1%		0.20

								2014年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		7,016		25		0.4%		0.28

								2013年7月～10月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,367		43		0.5%		0.32

								2012年7月～10月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,818		219		2.5%		0.44

						63,186		2011年8月～10月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び中学生以下の子ども ニンプ オヨ チュウガクセイ イカ		9,737		1,509		15.5%		0.72																												188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

				二本松市 ニホンマツシ		57673		2017年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,413						0.41																												295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

								2016年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,832				1.8%		0.47

								2015年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,803				4.0%		0.55

								2014年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,643				10.0%		0.66

								2013年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		6,032				18.6%		0.72

						57,673		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		女性、乳幼児から高校生相当 ジョセイ ニュウヨウジ コウコウセイ ソウトウ		8,725				79.9%		1.53																												295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

				喜多方市 キタカタシ				2013年6月～2014年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		2,560		0		0.0%		0.028

						50,829		2012年6月～2013年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		3,340		0		0.0%		0.054

				相馬市 ソウマシ		35985		2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,949		0		0.0%		0.27																												1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

								2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,010		556		13.9%

				本宮市 モトミヤシ		30857		2015年6月～8月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		3,125						0.32

						30,857		2011年9月～11月 ネン ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,745		2,603		54.9%		1.09

				西郷村 ニシゴウ ムラ				2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,365		4		0.2%

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,375		19		0.8%

								2012年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,493		104		4.2%

						19,959		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,879		648		22.5%

				矢吹町 ヤブキマチ		17,769		2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		1,484		2		0.1%		0.31																												72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

				桑折町 クワ オ マチ				2014年8月～2015年1月		年齢を限らない全村民【広報で周知】 ムラ コウホウ シュウチ

						12469		2013年8月～2014年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		633				1.0%		0.4																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

						12,469		2012年8月～2013年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,050				8.3%		0.6																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				小野町 オノマチ				2015年9月～11月		高校生以下の子ども		377		0		0.0%		0.22						2012年9月 (※NORM) ネン ガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		730						0.85

								2012年9月		高校生以下の子ども		730		0		0.0%		0.25						2015年9月～11月 ネン ガツガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		377		0		0.0%		0.22

				国見町 クニミマチ		9800		2013年8月～10月 ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		501		6		1.2%		0.34																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				平田村 ヒラタ ムラ		6,656		2011年10月～11月 ネン		15歳以下の子ども サイイカ		884		5		0.6%																														53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				鮫川村 サメカワ ムラ		3,859		2011年10月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		妊婦、乳幼児から高校中学生相当 ニンプ ニュウヨウジ コウコウ チュウガクセイ ソウトウ		511		1		0.2%		0.336																												5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																										2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																														0.4166666667

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ



																																														直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



																								Municipalities				Measurement Period		Persons Monitoerd		Number of people
(Ａ)		Number of people over 1mSv/year (Ｂ)		Percentage
(Ｂ) ÷ (Ａ) [％]		Average Annual Individual Dose
[mSv/year]								A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

																								Iwaki City		333,802		November 2011 to January 2012		Junior high school students or younger		31,235		477		1.53%		0.44								5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

																								Koriyama City		326808		June to September 2015		Infants and pregnant women		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																												May to July 2012		Infants and pregnant women		5,268		0		0.00%		0.19

																										326808		June to September 2015		Elementary school and junior high school students		3,960		0		0.00%		0.16

																												October to Nobember 2011		Elementary school and junior high school students		25,551		17,188		67.3%		1.33

																								Fukushima City		284948		September to November 2014		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																												September to November 2013		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																												September to November 2012		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										284,948		September to November 2011		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																												September to November 2014		All citizens		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																								Aizuwakamatsu City				July to September 2012		Junior high school students or younger		4,781		1		0.02%		0.18

																										123,790		November 2011 to Febrary 2012		Junior high school students or younger		8,679		12		0.14%		0.30

																								Sukagawa City		78299		September to November 2014		Applicants not older than 18years		5,950		32		0.54%		0.36								267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

																												September to Nobember 2011		Applicants not older than 18years		11,461		2,991		26.10%		0.84

																								Minamisoma City		64539		April to June 2015		All citizens		5,381		150		2.79%		0.4								11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

																												June to August 2013		All citizens		9,619		2,262		23.52%		0.8

																								Date City		63755		July 2014 to June 2015		All citizens		5,309		183		3.4%		0.38								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																												July 2014 to June 2015		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										63,755		Jury 2012 to June 2013		All citizens		52,783		17,811		33.7%		0.89								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																								Shirakawa City		63186		July to September 2014		Junior high school students or younger		1,652		0		0.00%		0.2								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																												July to October 2012		Junior high school students or younger		8,818		219		2.48%		0.44

																										63,186		August to October 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		9,737		1,509		15.5%		0.72								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																								Nihonmatsu City		57673		May to July 2014		Infants to highschool students and women		5,413						0.41								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																										57,673		September to November 2011		Infants to highschool students and women		8,725						1.53								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																								Kitakata City				June 2013 to March 2014		All citizens		2,560		0		0.0%		0.028

																										50,829		June 2012 to March 2012		All citizens		3,340		0		0.0%		0.054

																								Soma City		35985		September to Nobember 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		1,949		0		0.00%										1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

																												October to Decrmber 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,010		556		13.87%

																								Motomiya City		30857		June to August 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		3,125						0.32

																										30,857		September to November 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,745		2,603		54.86%		1.09

																								Nishigo Village				September to November 2014		Junior high school students or younger		2365		4		0.17%

																												September to November 2013		Junior high school students or younger		2375		19		0.80%

																												September to November 2012		Junior high school students or younger		2,493		104		4.17%

																										19,959		September to November 2011		Junior high school students or younger		2,879		648		22.51%

																								Yabuki Town		17,769		October to December 2011		Elementary school and junior high school students		1,484		2		0.13%		0.31								72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

																								Koori Town		12469		August 2013 to January 2014		Junior high school students or younger		633		0		1.00%		0.4								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																										12,469		August 2012 to January 2013		Junior high school students or younger		1,050		0		8.30%		0.6								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Ono Town				September to November 2015		High school students or younger		377		0		0		0.22

																												September 2012		High school students or younger		730		0		0		0.25

																								Kunimi Town		9800		August to October 2013		Junior high school students or younger		501		6		1.2%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Hirata Village		6,656		October to November 2011		Applicants not older than 15years		884		5		0.57%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Samegawa Village		3,859		October 2011 to Febrary 2012 		Infants to highschool students and pregnant women		511		1		0.2%		0.336								5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																										2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																														0.4166666667

																												September 2012 (※NORM)		High school students or younger		0						0

																												September to November 2013		High school students or younger		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.00
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P22 業種別実効線量



				実効線量
（mSv/年) ジッコウ センリョウ ネン		一般医療 イッパン イリョウ		歯科医療 シカイ リョウ		獣医療 ケモノ イリョウ		合計 ゴウケイ

				～1mSv/年 ネン		320,338		23,341		15,093		358,772

						90.8%		99.3%		99.2%		91.7%

				1～5mSv/年 ネン		27,327		156		116		27,599

						7.8%		0.7%		0.8%		7.1%

				5～10mSv/年 ネン		3,552		5		5		3,562

						1.0%		0.0%		0.0%		0.9%

				10mSv/年～ ネン		1,384		3		3		1,390

						0.4%		0.0%		0.0%		0.4%

				合計 ゴウケイ		352,601		23,505		15,217		391,323

						100%		100%		100%		100%





				Effective Dose
（mSv/year)		General Medicine		Dental Care		Veterinary Care		Total

				～1mSv/year		320,338		23,341		15,093		358,772

						90.8%		99.3%		99.2%		91.7%

				1～5mSv/year		27,327		156		116		27,599

						7.8%		0.7%		0.8%		7.1%

				5～10mSv/year		3,552		5		5		3,562

						1.0%		0.0%		0.0%		0.9%

				10mSv/year～		1,384		3		3		1,390

						0.4%		0.0%		0.0%		0.4%

				Total		352,601		23,505		15,217		391,323

						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%







P22 放出



				放出した放射性物質 
【　】内は物理学的半減期 ナイ ブツリ ガク テキ ハンゲンキ		福島第一原子力発電所 フクシマ ダイイチ ゲンシリョク ハツデンショ		チェルノブイリ原子力発電所 ゲンシリョク ハツデンショ		チェルノブイリ原子力発電所
／福島第一原子力発電所 ゲンシリョク ハツデンショ フクシマ ダイイチ ゲンシリョク ハツデンショ

				総放出量（ヨウ素換算）注１ チュウ		　　　77　注２ チュウ		520		6.8

				ヨウ素131【8日】 		16		180		11.3

				セシウム134【2年】 		1.8		4.4		2.4

				セシウム137【30年】 		1.5		8.5		5.7

				ストロンチウム90【29年】 		0.014		0.8		57

				プルトニウム239【2.4万年】 		0.0000003		0.003		10,000







【機密性2情報】		




P14 世界放射線



				地域・国 チイキ クニ				実効線量　[ミリシーベルト/年] ジッコウ センリョウ ネン

				地域 チイキ		国 クニ		1.5未満		1.5～3.0		3.0～5.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　		5.0～7.0　		7.0～10.0		10以上

				東アジア		日本		6,021		6,455

						中国(香港)				550		93		6		1

						マレーシア		1,249		424

				北ヨ―ロッパ		デンマーク				360		130		25		8		2

						フィンランド		22		341		100		24		15		12

						リトアニア		168		162		36		4		2		1

				西ヨ―ロッパ		ベルギ―		28		780		184		22		5		3

						オランダ		1,402		148		8

				東ヨ―ロッパ		ブルガリア				704		184

						ハンガリ―		56		543		269		102		35		15

						ルーマニア				1,337		826		107

						ロシア		8,094		5,203		971		271		147		124

				ヨ―ロッパ		アルバニア		5		270		60		15

						イタリア		15		4,093		1,200		320		80		20

						ポルトガル		365		407		156		15

				割合				39%		48%		9%		2%		1%		1%





																								国		屋内ラドン濃度		年間実効線量

																										[ベクレル/m3]		[ミリシーベルト/年]

																								モンテネグロ		184		4.6

																								フィンランド		120		3

																								チェコ		118		3

																								ルクセンブルグ		110		2.7

																								スウェーデン		108		2.7





																																地域・都市		屋外の平均空間線量		地域の特徴

																																		[ミリシーベルト/年]

																																インド/		　　９．２　（５．２～３２．３）		モザナイト砂海岸地域

																																ケララ、チェンナイ（旧マドラス）

																																中国/		　　２．３		モザナイト砂海岸地域

																																広東省陽江

																																イラン/		　　４．７　（０．４９～６１３）		泉水

																																ラムサール
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P13 日常線量

		5		診断 シンダン				0.6				3.87

		4		ラドン・トロン*		1.26				0.48

		3		食品 ショクヒン		0.29				0.99

		2		宇宙 ウチュウ		0.39				0.3

		1		大地 ダイチ		0.48				0.33

		5		Diagnosis				0.6				3.87

		4		Radon and
 Thoron*		1.26				0.48

		3		Food		0.29				0.99

		2		Space		0.39				0.3

		1		Ground		0.48				0.33



診断	[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]

0.6	3.87	ラドン・トロン*	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

1.26	0.48	食品	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.28999999999999998	0.99	宇宙	[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]

0.39	0.3	大地	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.48	0.33	


Diagnosis	[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]

0.6	3.87	Radon and	
 Thoron*	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

1.26	0.48	Food	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.28999999999999998	0.99	Space	[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]

0.39	0.3	Ground	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.48	0.33	


***



P20 Sheet5



						日本		コーデックス		EU（域内の		アメリカ

						(2012. 4～）		委員会(※3)		流通品）

				飲料水		10		1000		1000		1200

				牛乳		50		1000		1000		1200

				一般食品		100		1000		1250		1200

				乳児用食品		50		1000		400		1200







初期甲状腺

				予防的避難区域 ヨボウテキ ヒナン クイキ		計画的避難区域 ケイカクテキ ヒナン クイキ

		成人、20歳 セイジン サイ		7.2～34		16～35

		小児、10歳 ショウニ サイ		12～58		27～58

		幼児、1歳 ヨウジ サイ		15～82		47～83
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判定内容 人数（人）

300,473

Ａ１ 結節やのう胞を認めなかったもの 154,605 51.5

Ａ２ 5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの 143,574 47.8

5 .1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの 2,293

甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの 1

判定内容 人数（人）

270,515

Ａ１ 結節やのう胞を認めなかったもの 108,710 40.2

Ａ２ 5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの 159,578 59.0

5 .1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの 2,227

甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの 0

判定内容 人数（人）

179,038

Ａ１ 結節やのう胞を認めなかったもの 63,314 35.4

Ａ２ 5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの 114,525 64.0

5 .1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの 1,199

甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの 0

＜甲状腺検査（先行検査）の結果＞

［判定結果の説明］
・Ａ１、Ａ２判定は次回の検査
・Ｂ、Ｃ判定は二次検査（二次検査対象者に対しては、二次検査日時、場所を改めて通知して実施）

Ａ判定 99.2

Ｂ判定 0.8

Ｃ判定 0

Ｃ判定 0.0

100

判定結果

結果確定数

悪性ないし悪性疑い 116人（手術実施 102人：良性結節1人、乳頭癌100人、低分化癌1人）

悪性ないし悪性疑い 71人（手術実施 52人：乳頭癌51人、その他の甲状腺癌１人（2017年12月31日時点））

割合（％）

100

＜甲状腺検査（本格検査(検査2回目)）の結果＞

判定結果 割合（％）

Ａ判定 99.2

Ｂ判定 0.8

結果確定数

＜甲状腺検査（本格検査(検査３回目)）の実施状況＞
判定結果 割合（％）

結果確定数 100

悪性ないし悪性疑い 10人（手術実施 7人：乳頭癌7人）

Ａ判定 99.3

Ｂ判定 0.7

Ｃ判定 0

○ 子どもたちの健康を長期に見守るために、福島県では、｢県民健康調査｣に
おいて、震災時概ね18歳以下であった全県民等を対象に、超音波を用いた
「甲状腺検査」を実施しています。

○ 具体的には、甲状腺の状態を把握するための「先行検査」（2011年10月
より実施）や継続して確認するための「本格検査」（2014年4月から
2016年3月までに全員を検査。その後は20歳を超えるまでは2年ごと、そ
れ以降は25歳、30歳等の5年ごとの節目に検査（※））を実施しています。

※：ただし、25歳時の検査までは5年以上空けないこととする。

５．「甲状腺検査」の状況

■■福島における放射線の状況■■

○環境省では平成24年度に、青森、
山梨、長崎の3県において、甲状
腺結節性疾患有所見率等調査を実
施しました。

○この結果について、環境省の専
門家会議では「一次検査の結果は、
対象とした母集団の数は少ないも
のの、三県調査の結果と比較して
大きく異なるものではなかっ
た。」と評価しています。

（2017年3月31日分まで）

県民健康調査
「甲状腺検査（先行検査）」
（平成29年3月31日末時点）

三県調査
（平成24年度実施）

調査受診者 300,473人（100.0％） 4,365人（100.0％）

年齢層 事故当時0～18歳 3～8歳

Ａ１判定 154,605人（51.5％） 1,853人（42.5％）

Ａ２判定 143,574人（47.8％） 2,468人（56.5％）

Ｂ判定 2,293人（0.8％） 44人（1.0％）

Ｃ判定 1人（0.0％） 0人（0.0％）

参考：県民健康調査「甲状腺検査（先行検査）」の結果と三県調査の比較

（2017年6月30日分まで）

（2017年12月31日分まで）
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基本

		～１未満 ミマン		285,418				317,752

		～２未満 ミマン		145,845				137,773

		～３未満 ミマン		25,396				21,988

		～４未満 ミマン		1,491				1,564

		～５未満 ミマン		504		458,654		628

		～６未満 ミマン		389				497

		～７未満 ミマン		230				297

		～８未満 ミマン		116				166

		～９未満 ミマン		78				124

		～10未満 ミマン		41		459,508		79

		～11未満 ミマン		36				78

		～12未満 ミマン		30				56

		～13未満 ミマン		13				40

		～14未満 ミマン		12				35

		～15未満 ミマン		6				33

		15以上～ イジョウ		15				310

				459,620		99.98%

						99.79%

		～ 1		285,418				317,752

		～ 2		145,845				137,773

		～ 3		25,396				21,988

		～ 4		1,491				1,564

		～ 5		504		458,654		628

		～ 6		389				497

		～ 7		230				297

		～ 8		116				166

		～ 9		78				124

		～ 10		41		459,508		79

		～ 11		36				78

		～ 12		30				56

		～ 13		13				40

		～ 14		12				35

		～ 15		6				33

		15 ～		15				310

				459,620		99.98%

						99.79%



【機密性2情報】		


～１未満	～２未満	～３未満	～４未満	～５未満	～６未満	～７未満	～８未満	～９未満	～10未満	～11未満	～12未満	～13未満	～14未満	～15未満	15以上～	285418	145845	25396	1491	504	389	230	116	78	41	36	30	13	12	6	15	～ 1	～ 2	～ 3	～ 4	～ 5	～ 6	～ 7	～ 8	～ 9	～ 10	～ 11	～ 12	～ 13	～ 14	～ 15	15 ～	285418	145845	25396	1491	504	389	230	116	78	41	36	30	13	12	6	15	



WBC

		① 測定を実施した自治体

		福島県内全59市町村 ナイ シチョウソン



		② 県外へ避難された方を対象としたホールボディ・カウンタ車による内部被ばく検査 ケンガイ ヒナン カタ タイショウ クルマ ナイブ ヒ ケンサ

		[常設機関における検査] ジョウセツ キカン ケンサ

		弘前大学医学部附属病院、杜の都産業保健会、アトムワールド、新潟県、金沢医療センター、大津赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院、広島大学病院、長崎大学病院（2015年1月27日現在） ニイガタケン カナザワ イリョウ オオツ エヒメ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン ヒロシマ ダイガク ビョウイン ナガサキ ダイガク ビョウイン ネン ガツ ニチゲンザイ





		[ホールボディ・カウンタ車による検査] クルマ ケンサ

		福島県では、県外に避難された方が受検できるようホールボディ・カウンタ車を巡回して検査を行っており、現在までに栃木県、山形県、秋田県、岩手県、宮城県、京都府、兵庫県、千葉県、神奈川県、東京都、群馬県、埼玉県、沖縄県、愛知県、長野県、静岡県、岐阜県、山梨県、北海道、岡山県、三重県、鳥取県、大阪府、福岡県、熊本県、佐賀県、高知県、香川県、徳島県、大分県、宮崎県、富山県、島根県、山口県、福井県、奈良県、和歌山県で検査が実施された。（2016年1月27日現在） ミヤギケン グンマケン ミエケン トットリケン クマモトケン コウチケン オオイタケン ミヤザキケン トヤマケン シマネケン ヤマグチケン フクイケン ナラケン ワカヤマ ケン









		③ 測定結果（預託実効線量）　（2015年12月分まで：2015年1月27日発表） ヒ

								2011年6月27日～		2012年2月1日～		合計

								reserved-40939x1F		reserved-42369x1F



				１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満				15,384人		265,438人		280,822人		（ 99.99% ）								１mSv未満 ミマン		280,822 人

				１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				13人		1人		14人		（ 0.00% ）								1～2 mSv		14 人

				２ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				10人		0人		10人		（ 0.00% ）								2～3mSv		10 人

				３ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				2人		0人		2人		（ 0.00% ）								3mSv以上 イジョウ		2 人

				合　　計				15,409人		265,439人		280,848人		（ 100% ）										280848















		(1)Municipalities governments which conducted the measurements

		All 59 municipalities in Fukushima Prefecture



		(2) To conduct internal exposure inspection by whole body counter intended for the person who has been evacuated to outside the prefecture.

		[The inspection in permanent organization]

		Hirosaki University School of Medicine & Hospital, Morinomiyako Occupational Health Association, Atom World, Niigata Prefecture, National Hospital Organization Kanazawa Medical Center, Japanese Red Cross Otsu Hospital, Ehime University Hospital, Hiroshima University Hospital, and Nagasaki University Hospital (As of January 27, 2016)





		[Whole body counter vehicle]

		Fukushima Prefecture circulates a whole body counter vehicle so that those who have evacuated from the prefecture can take examinations.

		(3) Results (Committed effective doses) (for those conducted until December 2015: Published in January 2016

								June 27, 2011 to		February 1, 2012 to 		Total

								January 31, 2012		January 27, 2016



				～ 1mSv				15,384 persons		265,438 persons		280,822 persons		（ 99.99% ）

				1mSv				13 persons		1 persons		14 persons		（ 0.00% ）

				2mSv				10 persons		0 persons		10 persons		（ 0.00% ）

				3mSv				2 persons		0 persons		2 persons		（ 0.00% ）

				Total				15,409 persons		265,439 persons		280,848 persons		（ 100% ）



















		(1)Local governments which conducted the measurements

		All 59 municipalities in Fukushima Prefecture

		(2) Organizations which implemented the measurements

		Fukushima Prefecture, the National Institute of Radiological Sciences, the Japan Atomic Energy Agency, the Minamisoma City General Hospital, Niigata Prefecture, Hirosaki University School of Medicine & Hospital, the Hiroshima University Hospital, and the Nagasaki University Hospital

		(3) Circulating a whole body counter vehicle and conducting examinations outside Fukushima Prefecture

		Fukushima Prefecture circulates a whole body counter vehicle so that those who have evacuated from the prefecture can take examinations, and examinations were conducted in Tochigi, Yamagata, Akita, Miyagi, Iwate, Kyoto and Hyogo. (As of December 31, 2013)

		(4) Measurement results (Effective doses) (for those conducted in or before December 2013: publicized in February 2014)

						June 27, 2011 to		February 1, 2012 to 		Total (persons)

						January 31, 2012 (persons)		December 31, 2013 (persons)

				Less than 1 mSv		15,384		159,868		175,252 (99.99%)

				1 mSv		13		1		14 (0.01%)

				2 mSv		10		0		10 (0.01%)

				3 mSv		2		0		2 (0.00%)

				Total		15,409		159,869		175,278 (100%)

		*Committed effective doses: one time ingestion on March 12, 2011 is assumed before January 31, 2012, and continued daily ingestion of certain uniform amounts is assumed after February 1, 2012 up to the day before the examination. Internal exposure doses inside human bodies were accumulated for 50 years in case of adults and for the period up to the time when ages become 70 years old in case of children.

		(Source Data) Fukushima Prefecture, “Implementation Status of Internal Exposure Examinations by the Whole Body Counter”





１mSv未満	1～2 mSv	2～3mSv	3mSv以上	280822	14	10	2	

弘前大学医学部附属病院、杜の都産業保健会、アトムワールド、新潟県、金沢医療センター、大津赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院、広島大学病院、長崎大学病院（2015年11月30日現在）



甲状腺

				＜甲状腺検査（先行検査）の結果＞ コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ ケッカ



				判定結果				判定内容		人数（人）		割合（％） ワリアイ

				結果確定数						300,473		100

				Ａ判定		Ａ１		結節やのう胞を認めなかったもの		154,605		51.5		99.2

						Ａ２		5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの		143,574		47.8

				Ｂ判定				5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの		2,293		0.8

				Ｃ判定				甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの		1		0.0

				悪性ないし悪性疑い 116人（手術実施 102人：良性結節1人、乳頭癌100人、低分化癌1人） アクセイ アクセイ ウタガ ヒト シュジュツ ジッシ ヒト リョウセイ ケッセツ ヒト ニュウトウ ガン ヒト テイブンカ ガン ヒト

				＜甲状腺検査（本格検査(検査2回目)）の結果＞ コウジョウセン ケンサ ホンカク ケンサ ケンサ カイメ ケッカ

				判定結果				判定内容		人数（人）		割合（％） ワリアイ

				結果確定数						270,515		100

				Ａ判定		Ａ１		結節やのう胞を認めなかったもの		108,710		40.2		99.2

						Ａ２		5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの		159,578		59.0

				Ｂ判定				5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの		2,227		0.8

				Ｃ判定				甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの		0		0

				悪性ないし悪性疑い 71人（手術実施 52人：乳頭癌51人、その他の甲状腺癌１人（2017年12月31日時点）） アクセイ アクセイ ウタガ ヒト シュジュツ ジッシ ヒト ニュウトウ ガン ヒト ヒト ネン ガツ ニチ ジテン



				＜甲状腺検査（本格検査(検査３回目)）の実施状況＞ コウジョウセン ケンサ ホンカク ケンサ ケンサ カイメ ジッシ ジョウキョウ

				判定結果				判定内容		人数（人）		割合（％） ワリアイ

				結果確定数						179,038		100

				Ａ判定		Ａ１		結節やのう胞を認めなかったもの		63,314		35.4		99.3

						Ａ２		5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの		114,525		64.0

				Ｂ判定				5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの		1,199		0.7

				Ｃ判定				甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの		0		0

				悪性ないし悪性疑い 10人（手術実施 7人：乳頭癌7人） アクセイ アクセイ ウタガ ヒト シュジュツ ジッシ ヒト ニュウトウ ガン ニン

				［判定結果の説明］
　・Ａ１、Ａ２判定は次回の検査
　・Ｂ、Ｃ判定は二次検査（二次検査対象者に対しては、二次検査日時、場所を改めて通知して実施）











甲状腺English



				<Results of Thyroid Ultrasound Examinations：Initial Screening＞

										Criteria		Number of persons		Percentage (%)												Criteria		Number of Persons		Percentage (%)

				Persons whose grade were fixed								300,473		100.0								grade A		A1		No nodules or cysts were found.		134,805		53		99.3

				grade A				A1		No nodules or cysts were found.		154,605		51.5		99.2								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		117,679		46.3

								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		143,574		47.8								grade B				Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		1,795		0.7

				grade B						Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		2,293		0.8								grade C				Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		1		0.0004

				grade C						Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		1		0.0												Total # of People Whose Examination Results were Established		254,280		100

				113 persons had malignancy or suspected



				<Results of Thyroid Ultrasound Examinations：Full-scale Screening>

										Criteria		Number of persons		Percentage (%)

				Persons whose grade were fixed								270,515		100.0

				grade A				A1		No nodules or cysts were found.		108,710		40.2		99.2

								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		159,578		59.0

				grade B						Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		2,227		0.8

				grade C						Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		0		0.0

				39 persons had malignancy or suspected



				(Explanations for the persons diagnosed in each grade)

				・		Follow-ups for those with grade A1 and A2 until next examinations

				・		Subsequent examinations for those with grade B and C (The dates and places of the subsequent examinations will be notified to those who will take the subsequent examinations).


				(Remarks) 

				＊		Grade B was applied to those of grade A2 for whom diagnoses were made that they should take subsequent examinations considering the conditions of their thyroid glands.



																(Source) Health Management Survey Exploratory Committee  (the 22nd meeting)







参考



								青森県（弘前市）								山梨県（甲府市）								長崎県（長崎市）										甲状腺検査（先行検査） コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ								甲状腺検査（本格検査） コウジョウセン ケンサ ホンカク ケンサ

				判定結果 ハンテイ ケッカ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ						人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ

				Ａ		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4				154,605		298,179		51.5		99.2		108,710		268,288		40.2		99.2

						A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5						143,574				47.8				159,578				59.0

				B				21				1.3				15				1.1				8				0.6						2,293				0.8				2,227				0.8

				C				0				0.0				0				0.0				0				0.0						1				0.0				0				0.0

				（計） ケイ				1,630				100.0				1,366				100.0				1,369				100.0						300,473				100.0				270,515				100.0



				福島県外３県における甲状腺所有見率調査は2012年度実施、福島県県民健康調査甲状腺検査の先行検査は2015年6月30日現在、本格検査は2015年12月31日現在。 フクシマ ケン ソト ケン コウジョウセン ショユウ ミ リツ チョウサ ネンド ジッシ フクシマケン ケンミン ケンコウ チョウサ コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ ネン ガツ ヒ ゲンザイ ホンカク ケンサ ネン ガツ ヒ ゲンザイ







								Aomori Prefecture								Yamanashi Prefecture								Nagasaki Prefecture										Fukushima Prefecture /references

								(Hirosaki City)								(Kofu City)								(Nagasaki City)										Initial Screening								Full-scale inspection

				Grade				Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)						Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)

				A		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4				154,605		298,179		51.5		99.2		108,710		268,288		40.2		99.2

						A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5						143,574				47.8				159,578				59.0

				B				21				1.3				15				1.1				8				0.6						2,293				0.8				2,227				0.8

				C				0				0.0				0				0.0				0				0.0						1				0.0				0				ERROR:#REF!

				(Total)				1,630				100.0				1,366				100.0				1,369				100.0						300,473				100.0				270,515				100.0









																																																		Aomori Prefecture (Hirosaki City)								Yamanashi Prefecture (Koufu City)								Nagasaki Prefecture (Nagasaki City)



																																														Diagnosis Results				# of Persons				Percentage (%)				# of Persons				Percentage (%)				# of Persons				Percentage (%)

																																														　A		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4

																																																A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5

																																														　B				21				1.3				15				1.1				8				0.6

																																														　C				0				0				0				0				0				0

																																														(Total)				1,630				100				1,366				100				1,369				100





空間線量率
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空間線量率評

								福島市		会津若松市		いわき市

								県北保健福祉事務所		合同庁舎		合同庁舎

				震災前の平常時				0.04		0.04～0.05		0.05～0.06

				reserved-40634x1F				2.74		0.24		0.66

				41883				1.04		0.13		0.18

				reserved-40969x1F				0.63		0.1		0.17

				41883				0.69		0.1		0.1

				reserved-41334x1F				0.46		0.07		0.09

				41883				0.33		0.07		0.09

				reserved-41699x1F				0.24		0.07		0.08

				41883				0.25		0.07		0.08

				reserved-42064x1F				0.24		0.06		0.07

				42248				0.20		0.06		0.07







								Fukushima City		Aizuwakamatsu City		Iwaki City

								North area Public Health and Welfare Office		Government Office Complex		Government Complex

				Normal Value before the Great Earthquake				0.04		0.04～0.05		0.05～0.06

				April 1, 2011				2.74		0.24		0.66

				September 1, 2011				1.04		0.13		0.18

				March 1, 2012				0.63		0.1		0.17

				September 1, 2012				0.69		0.1		0.1

				March 1, 2013				0.46		0.07		0.09

				September 1, 2013				0.33		0.07		0.09

				March 1, 2014				0.24		0.07		0.08

				September 1, 2014				0.25		0.07		0.08

				March 1, 2015				0.24		0.06		0.07

				September 1, 2015				0.20		0.06		0.07



【機密性2情報】		




Sheet1

								測定時期 ソクテイ ジキ		対象 タイショウ		測定数 ソクテイスウ		1mSv以上数 イジョウ スウ

				郡山市 コオリヤマシ		2014年度						7981		33		0.41%

						2013年度						15962		213		1.33%

						2012年度						11257		1052		9.35%

				福島市 フクシマ シ		2014年度						46436		2056		4.43%

						2013年度						10100		659		6.52%

						2012年度						16233		5		0.03%

				須賀川市 スカガワ シ		2014年度						5950		32		0.54%

						2013年度						7193		154		2.14%

						2012年度						8015		636		7.94%

						2011年度						11471		2991		26.07%

				南相馬市 ミナミソウマシ		2014年度						6942		1033		14.88%

						2013年度						8652		2007		23.20%

				白河市 シラカワシ		2014年度						14626		42		0.29%

						2013年度						16910		68		0.40%

						2012年度						17576		269		1.53%

						2011年度						19463		2297		11.80%

				伊達市 ダテシ		2014年度						21080		5502		26.10%

						2014年度						52783		17788		33.70%

				二本松市 ニホンマツシ		2014年度						5643		564		9.99%

						2014年度						6032		1122		18.60%

				相馬市 ソウマシ		2014年度						2051		2		0.10%

						2014年度						3173		8		0.25%

						2014年度						4135		125		3.02%

						2014年度						4010		556		13.87%

				国見町 クニミマチ		2014年度						383		2		0.52%

						2014年度						501		6		1.20%





食品

		食品中の放射性物質の検査結果について（平成24～平成26年度） ショクヒン ナカ ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ ヘイセイ ヘイセイ ネンド



		品 目		震災以降、2011年度末まで シンサイ イコウ ネンド スエ						2012年度 ネンド						2013年度 ネンド						2014年度 ネンド

				基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ



		米		592		2.2%		26,464		84		0.0008%		1038万 マン		28		0.0003%		1104万 マン		2		0.00002%		1101.0



		麦		27		4.8%		557		0		0%		1,818		0		0%		592		0		0%		383



		豆 類		16		2.3%		689		63		1.1%		5,962		21		0.4%		5,167		4		0.12%		3,459



		野 菜 類		385		3.0%		12,671		5		0.03%		18,570		0		0%		19,657		0		0%		16,712



		果 実 類		210		7.7%		2,732		13		0.3%		4,478		0		0%		4,243		0		0%		3,302



		茶		192		8.6%		2,233		13		1.5%		867		0		0%		447		0		0%		206



		その他地域特産物		16		3.2%		498		14		0.5%		3,094		0		0%		1,618		0		0%		1,049



		原 乳		8		0.4%		1,919		0		0%		2,421		0		0%		2,040		0		0%		1,846



		肉・卵
（野生鳥獣肉除く） ニク タマゴ ヤセイ チョウジュウ ニク ノゾ		1058		1.3%		79,181		4		0.003%		154,866		0		0%		194,945		0		0%		188,304



		牛肉 ギュウニク		2(6)		0.0032%		187,176		2(6)		0.0032%		187,176		0		0%		208,477 ※		0		0%		3,266



		豚肉・鶏肉・卵等
（野生鳥獣肉除く） ブタニク トリニク タマゴ ナド		2		0.09%		2,174		2		0.09%		2,174		0		0%		447		0		0%		198



		野生鳥獣肉 ヤセイ チョウジュウ ニク		1204		0.9%		137,037		2372		0.9%		278,275		1025		0%		335,860		435		0.1%		292,061



		きのこ・山菜類		779		20.2%		3,856		605		9.2%		6,588		194		2.6%		7,581		103		1.2%		8,557



		水 産 物		1,476		17.2%		8,576		1,093		5.6%		19,565		302		1.5%		20,695		100		0.5%		20,922



		厚生労働省及び自治体等が公表したデータ等に基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県の検査結果。水産物については全国を集計。米、豆類は生産年度で集計。
比較のため、平成26年度現在の基準値に揃えて超過点数を計上。

		※ 畜産物の括弧内は、牛肉の暫定基準値500Bq/kgでは基準値超過とならない100Bq/kgの4件を含む件数。 チクサンブツ カッコ ナイ ギュウニク ザンテイ キジュン アタイ キジュン アタイ チョウカ ケン フク ケンスウ





		【出所】食品衛生法に基づく放射性物質の検査結果の厚生労働省の公表結果
　　　　 厚生労働省の公表資料を基に、農林水産省で品目別に整理をした結果の公表 シュッショ ショクヒン エイセイホウ モト ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ シリョウ モト ノウリン スイサンショウ ヒンモク ベツ セイリ ケッカ コウヒョウ

		Inspection results（FY2011～2014）



		Food item		From the accident
 to the end of FY2011						FY2012						FY2013						FY2014

				No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples

				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding

				limit		the limit				limit		the limit				limit		the limit				limit		the limit

		Rice		592		2.2%		26,464		84		0.0008%		10.38 millions		28		0.0003%		11.04 millions		2		0.00002%		11.01 millions



		Wheat		27		4.8%		557		0		0%		1,818		0		0%		592		0		0%		383



		Pulse		16		2.3%		689		63		1.1%		5,962		21		0.4%		5,167		4		0.12%		3,459



		Vegitables		385		3.0%		12,671		5		0.03%		18,570		0		0%		19,657		0		0%		16,712



		Fruits		210		7.7%		2,732		13		0.3%		4,478		0		0%		4,243		0		0%		3,302



		Tea		192		8.6%		2,233		13		1.5%		867		0		0%		447		0		0%		206



		Other cultivated plants		16		3.2%		498		14		0.5%		3,094		0		0%		1,618		0		0%		1,049



		Raw Milk		8		0.4%		1,919		0		0%		2,421		0		0%		2,040		0		0%		1,846



		Meat and eggs (excluding wild meat)		1058		1.3%		79,181		4		0.003%		154,866		0		0%		194,945		0		0%		188,304



		牛肉 ギュウニク		2(6)		0.0032%		187,176		2(6)		0.0032%		187,176		0		0%		208,477 ※		0		0%		3,266



		豚肉・鶏肉・卵等
（野生鳥獣肉除く） ブタニク トリニク タマゴ ナド		2		0.09%		2,174		2		0.09%		2,174		0		0%		447		0		0%		198



		野生鳥獣肉 ヤセイ チョウジュウ ニク		1204		0.9%		137,037		2372		0.9%		278,275		1025		0%		335,860		435		0.1%		292,061



		Mushrooms and wild plants		779		20.2%		3,856		605		9.2%		6,588		194		2.6%		7,581		103		1.2%		8,557



		Fish products		1,476		17.2%		8,576		1,093		5.6%		19,565		302		1.5%		20,695		100		0.5%		20,922



		厚生労働省及び自治体等が公表したデータ等に基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県の検査結果。水産物については全国を集計。米、豆類は生産年度で集計。
比較のため、平成26年度現在の基準値に揃えて超過点数を計上。

		※ 畜産物の括弧内は、牛肉の暫定基準値500Bq/kgでは基準値超過とならない100Bq/kgの4件を含む件数。 チクサンブツ カッコ ナイ ギュウニク ザンテイ キジュン アタイ キジュン アタイ チョウカ ケン フク ケンスウ





		【出所】食品衛生法に基づく放射性物質の検査結果の厚生労働省の公表結果
　　　　 厚生労働省の公表資料を基に、農林水産省で品目別に整理をした結果の公表 シュッショ ショクヒン エイセイホウ モト ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ シリョウ モト ノウリン スイサンショウ ヒンモク ベツ セイリ ケッカ コウヒョウ





預託実効線量

		地域 		放射線量 		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 				(ミリシーベルト/年) 

		福島県(浜通り） 		0.0016		埼玉県 		0.0009

		福島県(中通り） 		0.0020		東京都 		0.0008

		福島県(会津） 		0.0010		神奈川県 		0.0011

		北海道 		0.0007		新潟県 		0.0007

		岩手県 		0.0010		大阪府 		0.0006

		宮城県 		0.0010		高知県 		0.0006

		茨城県 		0.0009		長崎県 		0.0006

		栃木県 		0.0009



		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 

		北海道 		0.0007

		岩手県 		0.001

		宮城県 		0.001

		福島県(浜） 		0.0016

		福島県(中） 		0.002

		福島県(会） 		0.001

		茨城県 		0.0009

		栃木県 		0.0009

		埼玉県 		0.0009

		東京都 		0.0008

		神奈川県 		0.0011

		新潟県 		0.0007

		大阪府 		0.0006

		高知県 		0.0006

		長崎県 		0.0006



		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 

		Hokkaido		0.0007

		Iwate		0.001

		Miyagi		0.001

		Hamadōri		0.0016

		Nakadōri		0.002

		Aizu		0.001

		Tochigi		0.0009

		Ibaraki		0.0009

		Saitama		0.0009

		Tokyo		0.0008

		Kanagawa		0.0011

		Niigata		0.0007

		Ōsaka		0.0006

		Kōchi		0.0006

		Nagasaki		0.0006



北海道 	岩手県 	宮城県 	福島県(浜） 	福島県(中） 	福島県(会） 	茨城県 	栃木県 	埼玉県 	東京都 	神奈川県 	新潟県 	大阪府 	高知県 	長崎県 	6.9999999999999999E-4	1E-3	1E-3	1.6000000000000001E-3	2E-3	1E-3	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.0000000000000004E-4	1.1000000000000001E-3	6.9999999999999999E-4	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	





Hokkaido	Iwate	Miyagi	Hamadōri	Nakadōri	Aizu	Tochigi	Ibaraki	Saitama	Tokyo	Kanagawa	Niigata	Ōsaka	Kōchi	Nagasaki	6.9999999999999999E-4	1E-3	1E-3	1.6000000000000001E-3	2E-3	1E-3	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.0000000000000004E-4	1.1000000000000001E-3	6.9999999999999999E-4	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	







個人線量計

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ



																																												直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



				自治体 ジチタイ				測定期間 ソクテイ キカン		対象 タイショウ		測定人数
（Ａ） ソクテイ ヒト スウ		1mSv/年以上の人数
（Ｂ） ネン イジョウ ニンズウ		1mSv/年以上の人数の比率
（Ｂ）÷（Ａ） ニンズウ ヒリツ		年間個人線量
（平均）
[mSv/年] ネンカン コジン センリョウ ヘイキン トシ																										A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

				いわき市 シ		333,802		2011年11月～2012年1月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		31,235		0		0.0%		0.44																										5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

				郡山市 コオリヤマシ		326808		2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		7,142		13		0.18%		0.319

						326808		2012年5月～7月 ネン ガツ ガツ		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		7,847		3,556		45.32%		1.00

						326808		2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		4,816		7		0.15%		0.31

						326808		2011年10月～11月 ネン		小中学生 ショウチュウガクセイ		25,551		17,188		67.27%		1.3

				福島市 フクシマシ		284948		2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		8,616						0.32																										2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		10,100		659		6.52%		0.44

								2012年11月～2013年1月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		16,223		1,830		11.28%		0.56

						284,948		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び15歳以下の子ども ニンプ オヨ サイイカ		36,767						1.04																										2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

								2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		46,436		2,056		4.43%		0.44

				会津若松市 アイヅワカマツシ				2012年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		4,781		1		0.02%		0.18

						123,790		2011年12月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,679		12		0.14%		0.30

				須賀川市 スカガワシ		78299		2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		5,950		32		0.54%		0.36																										267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

								2011年9月～11月 ネン ツキ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		11,461		2,991		26.10%		0.84

				南相馬市 ミナミソウマシ		64539		2015年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,582		297		5.32%		0.40																										11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

								2013年6月～8月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		9,619		2,263		23.53%		0.80

				伊達市 ダテシ		63755		2014年7月～2015年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		12,912		2,022		15.66%		0.59																										340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

								2014年7月～2015年6月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイ イカ コ		5,309		183		3.45%		0.38

						63,755		2012年7月～2013年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		52,783		17,811		33.74%		0.89																										340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

				白河市 シラカワシ		63186		2014年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		7,016		25		0.36%		0.28																										188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

								2012年7月～10月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,818		219		2.48%		0.44

						63,186		2011年8月～10月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び中学生以下の子ども ニンプ オヨ チュウガクセイ イカ		9,737		1,509		15.50%		0.72																										188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

				二本松市 ニホンマツシ		57673		2014年5月～7月 ネン ガツ ガツ		女性、乳幼児から高校生相当 ジョセイ ニュウヨウジ コウコウセイ ソウトウ		5,526						0.67																										295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

						57,673		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		女性、乳幼児から高校生相当 ジョセイ ニュウヨウジ コウコウセイ ソウトウ		8,725						1.53																										295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

				喜多方市 キタカタシ				2013年6月～2014年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		2,560		0		0.00%		0.028

						50,829		2012年6月～2013年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		3,340		0		0.00%		0.054

				相馬市 ソウマシ		35985		2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,949		0		0.00%																												1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

								2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,010		556		13.87%

				本宮市 モトミヤシ		30857		2015年6月～8月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		3,125						0.32

						30,857		2011年9月～11月 ネン ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,745		2,603		54.86%		1.09

				西郷村 ニシゴウ ムラ				2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,365		4		0.17%

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,375		19		0.80%

								2012年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,493		104		4.17%

						19,959		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,879		648		22.51%

				矢吹町 ヤブキマチ		17,769		2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		1,484		2		0.13%		0.31																										72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

				桑折町 クワ オ マチ		12469		2013年8月～2014年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		633		16		2.53%		0.4																										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

						12,469		2012年8月～2013年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,050		150		14.29%		0.6																										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				小野町 オノマチ				2015年9月～11月		高校生以下の子ども		377		0		0.0%		0.22				2012年9月 (※NORM) ネン ガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		730						0.85

								2012年9月		高校生以下の子ども		730		0		0.0%		0.25				2015年9月～11月 ネン ガツガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		377		0		0.0%		0.22

				国見町 クニミマチ		9800		2013年8月～10月 ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		501		6		1.20%																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				平田村 ヒラタ ムラ		6,656		2011年10月～11月 ネン		15歳以下の子ども サイイカ		884		5		0.57%																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				鮫川村 サメカワ ムラ		3,859		2011年10月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		妊婦、乳幼児から高校生相当 ニンプ ニュウヨウジ コウコウセイ ソウトウ		511		1		0.20%		0.336																										5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																								2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																												0.4166666667

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ



																																												直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



																						Municipalities				Measurement Period		Persons Monitoerd		Number of people
(Ａ)		Number of people over 1mSv/year (Ｂ)		Percentage
(Ｂ) ÷ (Ａ) [％]		Average Annual Individual Dose
[mSv/year]								A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

																						Iwaki City		333,802		November 2011 to January 2012		Junior high school students or younger		31,235		0		0.0%		0.44								5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

																						Koriyama City		326808		June to September 2015		Infants and pregnant women		7,142		13		0.18%		0.319

																										May to July 2012		Infants and pregnant women		7,847		3,556		45.32%		1.00

																								326808		June to September 2015		Elementary school and junior high school students		4,816		7		0.15%		0.31

																										October to Nobember 2011		Elementary school and junior high school students		25,551		17,188		67.3%		1.33

																						Fukushima City		284948		September to November 2014		Applicants not older than 15years		8,616				0%		0.32								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																										September to November 2013		Applicants not older than 15years		10,100		659		6.52%		0.44

																										September to November 2012		Applicants not older than 15years		16,223		1,830		11.3%		0.56

																								284,948		September to November 2011		Applicants not older than 15years		36,767						1.04								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																										September to November 2014		All citizens		46,436		2,056		4.43%		0.44

																						Aizuwakamatsu City				July to September 2012		Junior high school students or younger		4,781		1		0.02%		0.18

																								123,790		November 2011 to Febrary 2012		Junior high school students or younger		8,679		12		0.14%		0.30

																						Sukagawa City		78299		September to November 2014		Applicants not older than 18years		5,950		32		0.54%		0.36								267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

																										September to Nobember 2011		Applicants not older than 18years		11,461		2,991		26.10%		0.84

																						Minamisoma City		64539		April to June 2015		All citizens		5,582		297		5.32%		0.4								11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

																										June to August 2013		All citizens		9,619		2,263		23.53%		0.8

																						Date City		63755		July 2014 to June 2015		All citizens		12,912		2,022		15.7%		0.59								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																										July 2014 to June 2015		Applicants not older than 15years		5,309		183		3.45%		0.38

																								63,755		Jury 2012 to June 2013		All citizens		52,783		17,811		33.7%		0.89								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																						Shirakawa City		63186		July to September 2014		Junior high school students or younger		7,016		25		0.36%		0.28								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																										July to October 2012		Junior high school students or younger		8,818		219		2.48%		0.44

																								63,186		August to October 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		9,737		1,509		15.5%		0.72								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																						Nihonmatsu City		57673		May to July 2014		Infants to highschool students and women		5,526						0.67								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																								57,673		September to November 2011		Infants to highschool students and women		8,725						1.53								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																						Kitakata City				June 2013 to March 2014		All citizens		2,560		0		0.0%		0.028

																								50,829		June 2012 to March 2012		All citizens		3,340		0		0.0%		0.054

																						Soma City		35985		September to Nobember 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		1,949		0		0.00%										1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

																										October to Decrmber 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,010		556		13.87%

																						Motomiya City		30857		June to August 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		3,125						0.32

																								30,857		September to November 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,745		2,603		54.86%		1.09

																						Nishigo Village				September to November 2014		Junior high school students or younger		2365		4		0.17%

																										September to November 2013		Junior high school students or younger		2375		19		0.80%

																										September to November 2012		Junior high school students or younger		2,493		104		4.17%

																								19,959		September to November 2011		Junior high school students or younger		2,879		648		22.51%

																						Yabuki Town		17,769		October to December 2011		Elementary school and junior high school students		1,484		2		0.13%		0.31								72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

																						Koori Town		12469		August 2013 to January 2014		Junior high school students or younger		633		16		2.53%		0.4								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								12,469		August 2012 to January 2013		Junior high school students or younger		1,050		150		14.29%		0.6								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																						Ono Town				September to November 2015		High school students or younger		377		0		0		0.22

																										September 2012		High school students or younger		730		0		0		0.25

																						Kunimi Town		9800		August to October 2013		Junior high school students or younger		501		6		1.2%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																						Hirata Village		6,656		October to November 2011		Applicants not older than 15years		884		5		0.57%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																						Samegawa Village		3,859		October 2011 to Febrary 2012 		Infants to highschool students and pregnant women		511		1		0.2%		0.336								5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																								2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																												0.4166666667

																										September 2012 (※NORM)		High school students or younger		0						0

																										September to November 2013		High school students or younger		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.00
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業種別実効線量



				実効線量
（mSv/年) ジッコウ センリョウ ネン		一般医療 イッパン イリョウ		歯科医療 シカイ リョウ		獣医療 ケモノ イリョウ		合計 ゴウケイ

				～1mSv/年 ネン		300,817		21,916		13,984		336,717

						90.1%		99.3%		99.1%		91.0%

				1～5mSv/年 ネン		27,709		148		111		27,968

						8.3%		0.7%		0.8%		7.6%

				5～10mSv/年 ネン		3,768		11		7		3,786

						1.1%		0.0%		0.0%		1.0%

				10mSv/年～ ネン		1,636		3		6		1,645

						0.5%		0.0%		0.0%		0.4%

				合計 ゴウケイ		333,930		22,078		14,108		370,116

						100%		100%		100%		100%





				Effective Dose
（mSv/year)		General Medicine		Dental Care		Veterinary Care		Total

				～1mSv/year		300,817		21,916		13,984		336,717

						90.1%		99.3%		99.1%		91.0%

				1～5mSv/year		27,709		148		111		27,968

						8.3%		0.7%		0.8%		7.6%

				5～10mSv/year		3,768		11		7		3,786

						1.1%		0.0%		0.0%		1.0%

				10mSv/year～		1,636		3		6		1,645

						0.5%		0.0%		0.0%		0.4%

				Total		333,930		22,078		14,108		370,116

						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%







放出



				放出した放射性物質 
【　】内は物理学的半減期 ナイ ブツリ ガク テキ ハンゲンキ		福島第一原子力発電所 フクシマ ダイイチ ゲンシリョク ハツデンショ		チェルノブイリ原子力発電所 ゲンシリョク ハツデンショ		チェルノブイリ原子力発電所
／福島第一原子力発電所 ゲンシリョク ハツデンショ フクシマ ダイイチ ゲンシリョク ハツデンショ

				総放出量（ヨウ素換算）注１ チュウ		　　　77　注２ チュウ		520		6.8

				ヨウ素131【8日】 		16		180		11.3

				セシウム134【2年】 		1.8		4.4		2.4

				セシウム137【30年】 		1.5		8.5		5.7

				ストロンチウム90【29年】 		0.014		0.8		57

				プルトニウム239【2.4万年】 		0.0000003		0.003		10,000







【機密性2情報】		




世界放射線



				地域・国 チイキ クニ				実効線量　[ミリシーベルト/年] ジッコウ センリョウ ネン

				地域 チイキ		国 クニ		1.5未満		1.5～3.0		3.0～5.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　		5.0～7.0　		7.0～10.0		10以上

				東アジア		日本		6,021		6,455

						中国(香港)				550		93		6		1

						マレーシア		1,249		424

				北ヨ―ロッパ		デンマーク				360		130		25		8		2

						フィンランド		22		341		100		24		15		12

						リトアニア		168		162		36		4		2		1

				西ヨ―ロッパ		ベルギ―		28		780		184		22		5		3

						オランダ		1,402		148		8

				東ヨ―ロッパ		ブルガリア				704		184

						ハンガリ―		56		543		269		102		35		15

						ルーマニア				1,337		826		107

						ロシア		8,094		5,203		971		271		147		124

				ヨ―ロッパ		アルバニア		5		270		60		15

						イタリア		15		4,093		1,200		320		80		20

						ポルトガル		365		407		156		15

				割合				39%		48%		9%		2%		1%		1%





																								国		屋内ラドン濃度		年間実効線量

																										[ベクレル/m3]		[ミリシーベルト/年]

																								モンテネグロ		184		4.6

																								フィンランド		120		3

																								チェコ		118		3

																								ルクセンブルグ		110		2.7

																								スウェーデン		108		2.7





																																地域・都市		屋外の平均空間線量		地域の特徴

																																		[ミリシーベルト/年]

																																インド/		　　９．２　（５．２～３２．３）		モザナイト砂海岸地域

																																ケララ、チェンナイ（旧マドラス）

																																中国/		　　２．３		モザナイト砂海岸地域

																																広東省陽江

																																イラン/		　　４．７　（０．４９～６１３）		泉水

																																ラムサール







日常線量

		5		診断 シンダン				0.6				3.87

		4		ラドン・トロン*		1.26				0.48

		3		食品 ショクヒン		0.29				0.99

		2		宇宙 ウチュウ		0.39				0.3

		1		大地 ダイチ		0.48				0.33

		5		Diagnosis				0.6				3.87

		4		Radon and
 Thoron*		1.26				0.48

		3		Food		0.29				0.99

		2		Space		0.39				0.3

		1		Ground		0.48				0.33



診断	[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]

0.6	3.87	ラドン・トロン*	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

1.26	0.48	食品	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.28999999999999998	0.99	宇宙	[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]

0.39	0.3	大地	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.48	0.33	


Diagnosis	[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]
[系列名]
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[値]

0.6	3.87	Radon and	
 Thoron*	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

1.26	0.48	Food	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.28999999999999998	0.99	Space	[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]

0.39	0.3	Ground	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.48	0.33	


***



Sheet5

				日本		コーデックス		EU（域内の		アメリカ

				(2012. 4～）		委員会(※3)		流通品）

		飲料水		10		1000		1000		1200

		牛乳		50		1000		1000		1200

		一般食品		100		1000		1250		1200

		乳児用食品		50		1000		400		1200







■■福島における放射線の状況■■

５．「甲状腺検査」の状況
（続き）

＜原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）2013年福島原発事故報告書（2013年

4月公表）及び2017年白書（2017年10月公表）＞

（2013年報告書）

・線量が大幅に低いため、チェルノブイリ原発事故後に観察されたような多数の放射線誘

発性甲状腺がんの発生を考慮に入れる必要はない。

・福島県県民健康調査（FHMS）で既に観察されていた相当量の症例は、放射線の影響で
はなく、集団検診の感度による可能性が高いとみなされた。

・現在のプロトコルに基づき、福島県での健康調査および小児の継続的な超音波検査を続
ける。

（2017年白書）
・2013年報告書における福島第一原発事故による放射線被ばくの健康影響に関する知見
は引き続き有効であり、それ以降に発表された新規情報の影響をほとんど受けていない
との結論に達した。

・福島県で実施されたFHMSおよびその他の情報源に基づいて報告された、事故による健
康影響について継続している研究および調査に注目し、今後も遅滞なく状況を把握する
予定である。

東京電力福島第一原子力発電所事故に関する国際的な健康影響評価の概要

＜環境省「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会
議」中間取りまとめ（平成26年12月）＞

・「先行検査」で発見された甲状腺がんについて、以下の点（※1）を考慮すると、原発
事故由来のものであることを積極的に示唆する根拠は現時点では認められない。

・専門家会議は、県民健康調査「甲状腺検査」が実施されてきたことは適切な対応であり、
今後も継続していくべきものであると評価する。

＜福島県「県民健康調査」検討委員会中間取りまとめ（平成28年3月）＞

これまで（先行検査）に発見された甲状腺がんについては、以下のようなこと（※2）
から総合的に判断して、放射線の影響とは考えにくいと評価する。但し、放射線の影響の
可能性は小さいとはいえ現段階ではまだ完全には否定できず、影響評価のためには長期に
わたる情報の集積が不可欠であるため、検査を受けることによる不利益についても丁寧に
説明しながら、今後も甲状腺検査を継続していくべきである。

（※2）評価理由
・被ばく線量がチェルノブイリ事故と比べて総じて小さいこと
・被ばくからがん発見までの期間が概ね1年から4年と短いこと
・事故当時5歳以下からの発見はないこと
・地域別の発見率に大きな差がないこと

「甲状腺検査（先行検査）」で発見された甲状腺がんに関する国内の評価の概要

（※1）評価理由
ⅰ）今回の原発事故後の住民における甲状腺の被ばく線量は、チェルノブイリ事故後の線量よりも低いと評価。
ⅱ）チェルノブイリ事故で甲状腺がんの増加が報告されたのは事故から4～5 年後のことであり、「先行検査」で

甲状腺がんが認められた時期とは異なる。

ⅲ）チェルノブイリ事故で甲状腺がんの増加が報告されたのは主に事故時に乳幼児であった子どもであり、「先
行検査」で甲状腺がん又は疑いとされている者に、乳幼児はいない。

ⅳ）一次検査の結果は、対象とした母集団の数は少ないものの三県調査の結果と比較して大きく異なるものでは
なかった。

ⅴ）成人に対する検診として甲状腺超音波検査を行うと、罹患率の10～50 倍程度の甲状腺がんが発見される。
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６．現在の内部被ばくの状況
（ホールボディ・カウンタ検査）

＜福島県におけるWBCの測定結果＞

○ 福島県が実施しているホールボディ・カウンタ（ＷＢＣ）検査では、現
在、食品摂取などによる放射性セシウム（セシウム134とセシウム
137）による内部被ばく（※用語解説参照）の状況を検査・調査（※1）してい
ます。

○ 201８年４月末までに約３３万人の方に対して検査を実施したところ、
99.99％の方が、預託実効線量（※用語解説参照）で1ミリシーベルト未満
と推計されました。福島県では、検査を受けた全ての方の内部被ばく線量は、

｢健康に影響が及ぶ数値ではありません。｣と説明しています。

※１ 検査は2011年6月から始まっており、物理学的半減期（※用語解説参照） が短いヨウ素131は検出されていない。

■■福島における放射線の状況■■

【出典データ】福島県「ホールボディカウンターによる内部被ばく検査」から作成

2011年6月27日～ 2012年2月1日～
2012年1月31日 2018年4月30日

15,384人 315,440人 330,824人（ 99.99% ）

13人 1人 14人 （ 0.00% ）

10人 0人 10人 （ 0.00% ）

2人 0人 2人 （ 0.00% ）

15,409人 315,441人 330,850人（ 100% ）合 計

① 測定を実施した自治体

１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満

１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

２ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

３ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

② 県外へ避難された方を対象としたホールボディ・カウンタによる内部被ばく検査

③ 測定結果（預託実効線量） （201８年４月分まで：201８年５月２９日発表）

福島県内全59市町村

弘前大学医学部附属病院、杜の都産業保健会、東海村産業・情報プラザ、新潟県立がんセンター新潟病院被ばく
医療センター、金沢医療センター、大津赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院、広島大学病院、長崎大学病院
（201８年５月２９日現在）

合計

[常設機関における検査]
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７．食品中の放射性物質
（食品中の放射性物質の検査）

○ 食品中の放射性物質に関する基準値（※１）は、食品安全委員会の食品健康影響評
価及びコーデックス委員会（※２）における食品に関する国際規格を踏まえ、食品の
摂取に伴う被ばく線量が年間１ミリシーベルトを超えないように設定されていま
す。この基準値は世界で最も厳しいレベルとなっています。

○ 地方自治体においては、原子力災害対策本部が決定したガイドライン（※３）に
従って検査計画を策定し、基準値に基づくモニタリング検査を計画的に実施して
います。検査の結果、基準値を超過した食品があった場合には回収・廃棄が、基
準値を超過する食品に地域的な広がりが認められる場合には出荷制限（※４）が行わ
れ、それらが市場に出回ることがないよう取り組んでいます。

○ 食品中に含まれる放射性物質について、基準値超過割合は年々減少して
おり、麦は2012年度、野菜類、果実類、茶、畜産物では2013年度、米、
豆類は201５年度以降の検査では基準値を超えたものはありません。

※１ 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）第１のＡの12及び厚生労働大臣が定める放
射性物質を定める件（平成24年厚生労働省告示第129号）

※２ 国際連合食糧農業機関と世界保健機関により設立された政府間組織（P22 ※３参照）
※３ 検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方（原子力災害対策本部 平成23年4月4日制定

／最終改正平成30年3月23日）」
※４ 原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第20条第2項の規定に基づく都道府県知事宛て原

子力災害対策本部長指示によるもの

■■福島における放射線の状況■■

• 厚生労働省及び自治体等が公表したデータ等に基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え
方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県の検査結果。水産物については全国を集計。米、豆類は
生産年度で集計。

• 比較のため、2014年度時点の基準値（2012年4月1日～）に揃えて超過点数を計上。食品中の放射性セシウムの基準値設
定についてはP22 「15.今回の原子力災害に対する我が国の対応（食品の放射性物質に関する規制） ※３」を参照。

• 茶の基準値は2012年度以降は飲用に供する状態で10 Bq/kg、2011年度は生茶葉・荒茶・製茶の状態で500 Bq/kg（飲
用に供する状態での放射性セシウム濃度は、荒茶の概ね50分の1）として計上。

• 福島県産米については、2012年度から県下全域で全袋検査が行われている。

＜食品中の放射性物質の検査結果について＞

69 0.7% 9,241

11 0.06% 17,843

0 0% 212,482

0 0% 102

0 0.0% 479

0 0% 1,363

0 0% 957

0 0% 10,810

0 0% 2,155

2016年度
(～2017年3月27日)

基準値
超過点数

超過割合 検査点数

0 0% 1024万

0 0% 239

779 20.2% 3,856

20,922水 産 物 1,093 5.6% 19,565 302 1.5% 20,695 100 0.5%1,476 17.2% 8,576

194,945 0 0%

7,581 103 1.2% 8,557きのこ・山菜類 605 9.2% 6,588 194 2.6%

肉・卵
（野生鳥獣肉除く）

4 0.003% 154,866 0 0%1058 1.3% 79,181

1,049

原 乳 0 0% 2,421 0 0%

その他地域特産物 14 0.5% 3,094 0 0% 1,618 0 0%16 3.2% 498

8 0.4% 1,919 2,040 0

447 0 0% 206

3,302

茶 13 1.5% 867 0 0%

果 実 類 13 0.3% 4,478 0 0% 4,243 0 0%

192 8.6% 2,233

19,657 0 0% 16,712

3,459

野 菜 類 5 0.03% 18,570 0 0%

豆 類 63 1.1% 5,962 21 0.4% 5,167 4 0.12%

592 0 0% 383

1102万

麦 0 0% 1,818 0 0%

米 84 0.0008% 1038万 28 0.0003% 1104万 2 0.00002%592 2.2% 26,464

27

検査点数
基準値

超過点数
超過割合 検査点数

品 目
2012年度 2013年度 2014年度

基準値
超過点数

超過割合 検査点数
基準値

超過点数
超過割合

震災以降、2011年度末まで

基準値
超過点数

超過割合 検査点数

4.8% 557

16 2.3% 689

385 3.0% 12,671

210 7.7% 2,732

0% 1,846

188,304

2015年度

基準値
超過点数

超過割合 検査点数

0 0% 1050万

0 0% 323

0 0% 1,813

0 0% 12,205

0 0% 2,783

0 0% 127

1 0.1% 723

0 0% 1,414

0 0% 225,911

87 1.0% 8,433

14 0.07% 18,801
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７．食品中の放射性物質
（食品中の放射性物質から受ける放射線量の調査結果）

■■福島における放射線の状況■■

○ 厚生労働省は、国立医薬品食品衛生研究所に委託して、201７年2月か

ら3月に、全国15地域で、実際に流通する食品を購入し、食品中の放射

性セシウムから受ける年間放射線量を推定しました。

○ 調査（※１）の結果、食品中の放射性セシウムから人が受ける放射線量は、

年間0.0006～0.0010ミリシーベルトと推定され、これは現行基準値の

設定根拠である年間上限線量１ミリシーベルトの０．１%以下であり、極

めて小さいことが確かめられました。

（調査の方法）
 調査は、マーケットバスケット調査方式（※2）により実施
 調査対象地域：福島県（浜通り、中通り、会津）、北海道、岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、埼玉県、東京

都、神奈川県、新潟県、大阪府、高知県、長崎県の13都道府県（15地域）

【出典】「食品中の放射性セシウムから受ける放射線量の調査結果」（2017年2・3月調査分）より作成

※ マーケットバスケット試料は、210試料を作製（15地域×14食品群）
食品群の内訳： （１群）米、（２群）雑穀・芋、（３群）砂糖・菓子、（４群）油脂、（５群）豆、（６群）果実、（７群）有色野

菜、（８群）その他の野菜・漬物・きのこ・海藻、（９群）嗜好飲料、（10 群）魚介、（11 群）肉・卵、（12 
群）乳、（13 群）調味料、（14 群）飲料水

※１ 食品・添加物等規格基準に関する試験検査「食品中の放射性物質の摂取量等調査」（国立医薬品食品衛
生研究所）

※２ マーケットバスケット調査方式は種々の化学物質の摂取量を推定するための調査方式の１つ
※３ ICRP Publication 72 の成人の預託実効線量係数（※ 用語解説参照）

【測定・計算の方法】
• 2017年2・3月に、各調査対象地域のスーパーマーケット等で市販された食品を購入。購入に当たっては、可能な限

り地元産品あるいは近隣産品等となるよう配慮。
• 購入した食品をそのままの状態、あるいは必要に応じて調理した後、食品摂取量の地域別平均の分量に従って合

計14の食品群に分別し、食品群ごとに混合・均一化したものをマーケットバスケット試料とした。
• マーケットバスケット試料の放射性セシウムの濃度をゲルマニウム半導体検出器を用いて22時間測定し、測定値

（Cs-134とCs-137の合計）と預託実効線量係数（※3）を用い、平均的な食事を１年間摂取したと仮定した場合の預
託実効線量を計算。

線量の上限値（1ミリシーベルト/年）

0.00

1.00

0.50

0.10

（ミリシーベルト）

食品中の放射性セシウムから受ける年間の放射線量

年間の放射線量：
0.0006～0.0010ミリシーベルト

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

9



○ 東京電力福島第一原子力発電所の事故によって広範囲な地域に放射性物質が
放出されたため、関係府省及び自治体等が、陸域や海域、食品等について、放
射線の線量や放射性物質の濃度など様々なモニタリングを実施しています。モ
ニタリングで得られたデータは、一括してポータルサイトにおいて情報提供を
行っています。

○ 周辺住民の健康管理等の基礎資料として継続して長期にわたり収集・ 蓄積し、
分かりやすい情報提供に努めていきます。

８．各種環境モニタリングの実施状況

（ ポータルサイト：http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/）

■■福島における放射線の状況■■

くモニタリングの主な項目＞

福島県全域の環境一般
• モニタリングカーやモニタリングポストによる空間線量率、積算線量の把握
• 大気浮遊じんのモニタリング ・環境土壌調査 ・航空機によるモニタリング
• 避難指示区域等を対象とした詳細モニタリング

全国的な環境一般
•モニタリングポスト等による全国都道府県のモニタリング
•航空機による広域のモニタリング（福島県近傍）

海域
• 海水、海底土及び海洋生物のモニタリング

学校、保育所等
• 校庭等の空間線量率の測定
• 屋外プールの水の放射性物質の濃度の測定
• 学校給食の放射性物質の濃度の測定

港湾、空港、公園、下水道等
• 港湾の大気、海水モニタリング
• 都市公園等の測定 ・観光地の測定

水環境、自然公園等、廃棄物
• 河川、湖沼、水資源等のモニタリング
• 地下水のモニタリング
• 自然公園のモニタリング ・野生動植物のモニタリング ・廃棄物のモニタリング

農地土壌、林野等
• 農地土壌モニタリング ・林野、牧草等のモニタリング

食品
• 各都道府県等による食品のモニタリング ・食品摂取を通じた実際の被ばく線量の把握

水道水のモニタリング
• 浄水場の浄水及び取水地域の原水について、放射性物質の濃度の測定
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○ 世界保健機関(ＷＨＯ)が2013年２月に公表した｢2011年東日本大震災
後の原発事故に関する予備的被ばく線量推計に基づく健康リスクアセスメ
ント｣では、2011年までの限られた情報に基づき、全体的に過大評価にな
るように線量を推計しており、健康影響については、

被ばく線量が最も高かった地域の外側では、福島県においても、がんの罹患のリ

スクの増加は小さく、がん発生の自然のばらつきを越える発生は予測されない。

としています（※1）。

【出典】 World Health Organization, Health risk assessment from the nuclear accident after 
the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami, based on a preliminary dose 
estimation, 2013.

○ 原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)では、その後の
情報も取り入れ、より現実的な線量評価を行っており、2014年４月2日に
｢2011年東日本大震災後の原子力事故による放射線被ばくのレベルと影
響｣と題する報告書が発表されました。同報告書においては、被ばく線量の
推計、健康リスクの評価を行い、結論としては、

ア ン ス ケ ア

９．ＷＨＯ、ＵＮＳＣＥＡＲの健康影響評価

■■福島における放射線の状況■■

• 東京電力福島第一原発事故による放射線被ばくに起因する可能性がある急性の健康影
響（すなわち急性放射線症や他の確定的影響）は観察されていない。

• 事故後の甲状腺吸収線量がチェルノブイリ事故後の線量よりも大幅に低いため、福島県で
は、チェルノブイリ原発事故後に観察されたような多数の放射線誘発性甲状腺がんの発生
を考慮に入れる必要はない。福島県で進行中の超音波検査では比較的多くの甲状腺異
常（がんを含む）が発見されるとみられているが、これらは通常、そうした集中的な検診をし
なければ検出されなかったと考えられる。

• 本委員会は、福島第一原発での事故による出生前被ばくが原因で、自然流産や流産、周
産期死亡率、先天的な影響または認知障害の発生率が上昇するとは予測していない。さら
に、本委員会は福島第一原発事故で被ばくした人の子孫に遺伝的な疾患が増加するとも
予測していない。また、放射線による乳がん、小児白血病または他の小児がんの発生率の
上昇が識別可能なレベルになるとは予測していない。

• 短期間において、原子力事故の最も重大かつ顕著な健康影響は、精神衛生や社会福祉
に関するものであったと考えられる。さらに、事故後の避難が、社会的弱者の（健康への）状
況の悪化を即時に引き起こした。

と報告されました。

【出典】 UNSCEAR, Levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident after the 
2011 great east-Japan earthquake and tsunami, UNSCEAR 2013 Report, Vol. Ｉ, 2014.

※１ WHOリスク評価報告書は、健康リスクの過小評価を防ぐため、過大であっても過小とならないように、被災
地の食品を主として食べ続けたなどの仮定のもと、リスクを高めに算出したものである。そのような仮定をお
いたとしても｢最も被ばくした地域の限られたグループの人達では、ある種のがんの生涯リスクがいくらか上
昇するかもしれない。｣との評価。なお、本報告書の健康リスク評価は、健康管理を行うべき対象者及び疾
患の範囲を検討することを目的としており、将来の健康影響を予測するものではないとされている。現在、
福島県で行われている県民健康調査が継続して実施されることが健康管理に有効との見解を示している。
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＜身の回りの放射線＞

１０．身の回りの放射線

○ 宇宙には誕生時からたくさんの放射線が存在し、今でも常に地球に降り注いでい
ます。また、地球が誕生した時から大地や空気中に放射性物質が存在し、それを体
内に取り込んだ植物や動物体内にも放射性物質があります。

○ 私たちは日常的に、宇宙からの放射線、空気中のラドンや大地などから出る放射
線、食品として摂取した放射性カリウムなどから出る放射線などの自然放射線を受
けています。

○ また、放射線診断や検診のためのＣＴスキャンやＸ線撮影などによる放射線も受
けることもあります。

○ このように、放射線はふだんから身の回りにあり、ゼロにはできませんが、その
量はわずかなので健康への影響はありません。

○ 放射線の健康への影響は、放射線のある・なしではなく、受ける放射線の「量」
が問題となります。

■■放射線の健康リスクを考えるための知識・科学的知見■■

宇宙から
0.3mSv

自然放射線
（日本）

食物から
0.99mSv

空気中の
ラドンから
0.48mSv

mSv：ミリシーベルト
出典：国連科学委員会（UNSCEAR）2008年報告、
原子力安全研究協会「新生活環境放射線（平成23年）」、ICRP103 他より作成

自然放射線による年間線量（日本平均）2.1mSv
自然放射線による年間線量（世界平均）2.4mSv

東京～ニューヨーク
航空機旅行（往復）

0.11～
0.16mSv

大地から
0.33mSv

人工
放射線

胸部CT検査
（１回）

2.4～
12.9mSv

胸部X線検査（１回） 0.06mSv
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放射線被ばくの早見図

１０．身の回りの放射線
（続き）

■■放射線の健康リスクを考えるための知識・科学的知見■■

出典：
・国連科学委員会（UNSCEAR）2008年報告書
・国際放射線防護委員会（ICRP）2007年勧告
・日本放射線技師会医療被ばくガイドライン
・新版 生活環境放射線（国民線量の算定）等に
より、放射線医学総合研究所が作成（2013年５月）
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○ 自然放射線からの被ばく実効線量は、世界平均で年間2.4ミリシーベル
ト、日本では平均で年間約2.1ミリシーベルト（※1）です。

○ 日本の自然放射線の内訳を世界平均と比較すると、ラドン等空気中から
の被ばくが少なく、食品からの被ばくが多い傾向という特徴があります。

○ 医療による便益を得るために個人が被ばくする実効線量は、その種類や
回数などにより個人差はありますが、平均すると日本人の被ばく量は多い
ことが知られています（※2）。

11．日常生活における放射線被ばく

■■放射線の健康リスクを考えるための知識・科学的知見■■

＜日常生活における被ばく実効線量（年間）＞

※ これらの線量の平均値は限られた情報から求めた推定値であるので、用
いる情報や推定方法により異なる平均値が算出される可能性がある。

診断

0.6

診断

3.87

ラドン・トロン*

1.26

ラドン・トロン*

0.48

食品

0.29

食品

0.99

宇宙

0.39 宇宙

0.3

大地, 0.48

大地, 0.33

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

1 2 3 4日本平均世界平均

自然放射線
2.4

自然放射線
2.1

人工放射線
（診断分野）

3.9

人工放射線
（診断分野）

0.6

（参考）
医療レベルが高い
国** の平均値
⇒ 2.01

全世界の人口

の加重平均値

【出典データ】（世界平均）：ＵＮＳＣＥＡＲ報告書（２００８年）
（日本平均）：原子力安全研究協会「生活環境放射線」（２０１１年）

＊ ラドン(222Rn)とトロン(220Rn) 天然に存在する放射性希ガス。岩石や土壌などに含まれるウランやトリウムが変
遷して大気中に散逸。

** 人口1,000人当たり少なくとも１名の医師を有するレベルの国としてUNSCEARが割り当てている国。
*** 日本のデータには、歯科検診、核医学検診等も含む。

※1 東日本大震災による東京電力福島第一原発事故の影響は含まれていない。
※2 世界でも医療の進歩・普及が進み、被ばく量が増加傾向にあると言われている。

[ミ
リ

シ
ー

ベ
ル

ト
]
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○ 自然放射線は国や地域によりばらつきがあり、また、国や地域の中でも
差はあります。さらに、世界（例えば、インドや中国）には、自然放射線が日
本の数倍に達する地域もあり、欧州には屋内ラドン濃度が高い国もありま
す。

○ 自然放射線による線量が高い地域の１つであるインドのケララ地方の疫
学調査(長期被ばくの例)では、総線量が５００ミリシーベルトを超える集団で
あっても、発がんリスクの増加は認められないと報告（Nair et al., Health

Phys 96, 55, 2009）されています。

○ また、放射線を長期間にわたって継続的に受けた場合は、短時間で同じ
線量の放射線を受けた場合よりも健康影響が小さいと推定されており、線
量･線量率効果（※1）と言います。

12．世界の自然放射線の状況と健康影響

■■放射線の健康リスクを考えるための知識・科学的知見■■

【出典データ】ＵＮＳＣＥＡＲ報告書（２００８年）

＜各国の自然放射線レベルに対する人口分布＞
（外部被ばく、内部被ばくを含む） [万人]

＜高自然放射線の地域例＞

＊空間線量への換算には、０．７シーベルト/グレイを使用。
＊各地域の線量は、UNSCEARが個別の文献等から引用し

ているものであり、時点が異なるなど厳密な地域間比較を
行うことは適当ではない。

【出典】ＵＮＳＣＥＡＲ報告書（２０００年）

※1 低い線量率の環境で長期間にわたり継続的に被ばくした場合は、原爆被ばくのように短時間に被ばくした場合
に比べ、線量の積算量が同じでも、健康影響が小さいと推定されおり、この効果は動物実験においても確認さ
れている。[国際放射線防護委員会(ICRP)｢2007年勧告Publication103｣]

＜屋内ラドン濃度が高い地域例＞

【出典データ】ＵＮＳＣＥＡＲ報告書（２００６年）

＊ 屋内ﾗﾄﾞﾝ濃度は各国の平均値。トロンは含まない。
＊ 年間実効線量は、UNSCEARが採用している平衡係数

0.4、居住係数0.8、線量換算係数「9ナノシーベルト/
（ベクレル･時間/立方メートル）」を適用して算出。

地域 国 1.5未満 1.5～3.0 3.0～5.0 5 .0～7.0 7 .0～10.0 10以上

日本 6,021 6,455

中国(香港) 550 93 6 1

マレーシア 1,249 424

デンマーク 360 130 25 8 2

フィンランド 22 341 100 24 15 12

リトアニア 168 162 36 4 2 1

ベルギ― 28 780 184 22 5 3

オランダ 1,402 148 8

ブルガリア 704 184

ハンガリ― 56 543 269 102 35 15

ルーマニア 1,337 826 107

ロシア 8,094 5,203 971 271 147 124

アルバニア 5 270 60 15

イタリア 15 4,093 1,200 320 80 20

ポルトガル 365 407 156 15

割合 39% 48% 9% 2% 1% 1%

ヨ―ロッパ

実効線量　[ミリシーベルト/年]地域・国

東アジア

北ヨ―ロッパ

西ヨ―ロッパ

東ヨ―ロッパ

屋内ラドン濃度 年間実効線量

[ベクレル/m3] [ミリシーベルト/年]

モンテネグロ 184 4.6

フィンランド 120 3

チェコ 118 3

ルクセンブルグ 110 2.7

スウェーデン 108 2.7

国
屋外の平均空間線量

[ミリシーベルト/年]

インド/

ケララ、チェンナイ（旧マドラス）

中国/

広東省陽江

イラン/

ラムサール
　４．７　（０．４９～６１３） 泉水

地域・都市 地域の特徴

　９．２　（５．２～３２．３） モザナイト砂海岸地域

　　２．３ モザナイト砂海岸地域
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※国内各地は2018年3月1日、パリは2017年10月15日、ニューヨークは2018年1月23日、
シンガポール及びベルリンは1月24日、北京及びソウルは1月25日の時点の数値

出典：「ふくしま復興のあゆみ（第22版）」を基に復興庁作成

単位：マイクロシーベルト/時

●

●

●

●

●
●

東京電力福島第一
原子力発電所

出典：UNSCEAR2008報告書

高自然放射
線の地域例

●

■■放射線の健康リスクを考えるための知識・科学的知見■■

１３．福島県内の空間線量率の現状
（世界との比較）

○ 福島県内の主要都市の放射線量は、事故時から大幅に低下しており、国内外の

主要都市とほぼ同水準になっています。
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○ 広島・長崎の原爆被爆者約12万人規模の疫学調査では、原爆による放射
線の被ばく線量が100ないし200ミリシーベルト(短時間1回)を超えたあた
りから、被ばく線量が増えるに従ってがんで死亡するリスクが増えることが
知られています。一方、それ以下の線領域では、得られたデータの統計学的
解析からは放射線の被ばくによってリスクが実際に増加しているかどうか確
認できません。

○ これは、100ミリシーベルト以下の被ばくによる発がんリスクは極めて
小さく、生活環境中の他の発がん要因の中に隠れてしまい、放射線が原因と
認識されないことを意味します。このことは国際的な認識となっています。

14．放射線の健康への影響

■■放射線の健康リスクを考えるための知識・科学的知見■■

1000 – 2000

500 – 1000

200 – 500

100 – 200

100 以下

放射線の線量
[ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/短時間1回]

生活習慣因子

喫煙者
大量飲酒 （毎日3合以上）

大量飲酒 （毎日2合以上）
やせ （BMI<19）
肥満 （BMI≧30）

運動不足
高塩分食品

野菜不足
受動喫煙 （非喫煙女性）

1.8
1.6
1.6

1.4
1.4

1.29
1.22

1.19
1.15-1.19
1.11-1.15

1.08
1.06

1.02-1.03
検出不可能

がんの相対ﾘｽｸ＊
[倍]

＜放射線と生活習慣によってがんになるリスク＞

【出典データ】国立がん研究センター

＊ 相対リスクとは、図にある生活習慣因子を持たない集団のがん発生率を因子を持
つ集団の発生率で割ったものであり、因子を持たない人に比べて持っている人が
がんに罹る割合が何倍高いかという数値。

＊この表は、成人を対象にアンケートを実施した後、10年間の追跡調査を行い、が
んの発生率を調べたもの。例えば、アンケート時に「タバコを吸っている」と回答した
集団では、10年間にがんに罹った人の割合が「吸っていない」と答えた集団の1.6
倍であることを意味している。

○ なお、原爆の事例を含め過去の調査では、放射線被ばくによる人間への遺
伝性影響を示す根拠は報告されていません。

また、東京電力福島第一原子力発電所の事故当時に胎児であった子供にお
いて、先天異常の発生率の上昇は見られていません。
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○ 国際放射線防護委員会（ICRP）では、｢放射線防護の立場から、年間100
ミリシーベルトを下回る放射線量においては、放射線による影響の増加を明
確に示すデータのない低線量域であっても、がんや遺伝性影響（生殖細胞が変

異して子孫に伝わる遺伝的な影響のこと）のリスクはあるものとし、バックグラウ
ンドの線量を超えた放射線量の増加に比例する」と仮定（LNTモデル）して、
放射線防護を考えるよう勧告しています。（※1､2）

○ また、ICRPでは、これまでの原爆被爆者などの調査研究の結果をもとに、
LNTモデルを用い、線量・線量率効果係数を２（※3）として、線量が低い環
境で長期間にわたり被ばくした場合の生涯においてがんで死亡するリスク
（※4）の増加分を１シーベルトあたり約５％（100ミリシーベルトあたり約

0.5％）であると推定しています。

15．放射線防護を講じる際のICRPの基本的考え方

（参考）
2009年の死亡データでは、日本人の約30％ががんで死亡している。原爆被爆

者に関する調査の結果｢1シーベルトの放射線に被ばくした場合、がんで死亡する
リスクがおよそ10％増加する｣に、線量・線量率効果係数２を適用すれば、長期間
にわたり累積100ミリシーベルトを被ばくすると、生涯のがん死亡のリスクが約
0.5％増加すると試算される。他方、我が国でのがん死亡率は都道府県の間でも
10％以上の差異がある。

個々のがんの原因は特定されていないが
食事、喫煙、ウィルス、細菌などと考えら
れている。

約30%

が
ん
に
よ
っ
て
死
亡
す
る
人
の
割
合

放射線によるがん死亡の増加
（ICRP2007年勧告による推定値）

長期間にわたる累積の放射線量[ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ]

個人の生活習慣などによるがん死亡

約1.0% 約1.5%

1000 200 3000%

約0.5％

※1 勧告では、人の健康を防護するため｢確定的影響(有害な組織反応)を防止し、確率的影響(がん又は遺伝性
影響)のリスクを合理的に達成できる程度に減少させること｣を目的にしている。

※2 ICRPはLNTモデル（直線しきい値なしの仮説）にも不確実性を伴うことも言及している。
※3 低線量・低線量率（長期間）の放射線被ばくの効果（影響）は、高線量・高線量率（短時間）における被ばくの効

果（影響）と比較して通常低いと判断される。線量・線量率効果係数は、単位線量あたりの健康影響の発生率
として定義される係数であり、ICRPでは不確実性を認識しながらも動物実験その他の研究をもとに２を選択す
るが、1.5を選択しているケースもある。

※4 リスクとは、その有害性が発現する可能性を表す尺度であり、“安全”の対義語や単なる“危険”を意味するもの
ではない。

■■被ばく低減にあたっての国際的・専門的な考え方■■
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■■被ばく低減にあたっての国際的・専門的な考え方■■

※１ 公衆被ばくの線量限度(実効線量)である追加の年間１ミリシーベルトは、健康に関する「安全」と「危険」の境界
を示すものではなく、線源を導入・運用する者に対して厳格な管理を求める趣旨から、公衆への被ばく線量を
可能な範囲で最大限低減させるために採用されているもの。我が国の法令においても、例えば、原子力発電
所のような放射線を使用する施設では、当該施設の外側で公衆が被ばくする実効線量について年間1ミリシー
ベルトを超えないよう管理することを放射線を使用する事業者に求めている。

※2 線量限度の一部を個々の線源に割当てることから、線量拘束値は線量限度より小さい値となる。
※3 人命救助の目的では100ミリシーベルトを超える参考レベルも許されている。
※4 状況を段階的に改善する指標として、中間的な参考レベルも設定できる。

15．放射線防護を講じる際のICRPの基本的考え方
（続き）

○ 国際放射線防護委員会(ICRP)は、人が受ける被ばくを、

①線源の計画的導入・運用を伴う日常的状況 (計画被ばく状況)
②事故や核テロなどの緊急の対策が必要な状況 (緊急時被ばく状況)
③事故後の長期にわたる回復･復旧の時期の被ばく状況等（現存被ばく状況）

の３つの状況に分けて、防護の基準を定めています。

○ 計画被ばく状況では、公衆被ばくについて追加で年間1ミリシーベルト
（※1）、職業被ばくについて５年間の年平均20ミリシーベルトの｢線量限度｣が
適用されます。線量限度は管理の対象となるあらゆる線源からの個人の被ばく
線量（合計）を管理するための基準値です。個人が個々の線源（一つの線源の場

合や施設全体の全ての線源を一つの線源とする場合もある）から受ける線量の制限値を
｢線量拘束値｣（※2）と言います。

○ 事故などによって被ばく源が制御できなくなってしまった場合には、緊急時
被ばく状況として、年間又は１回の被ばくで20～100ミリシーベルトの範囲
で、状況に応じて適切な｢参考レベル｣（※3）を設定し、防護対策の計画・実施
の目安とすることとされています。参考レベルは、全ての住民の被ばく線量が
参考レベルを直ちに下回らなければならないものではなく、そのレベルを下回
るように対策を講じ、被ばく線量を漸進的に下げていくためのものです。

○ その後、回復や復旧の時期(現存被ばく状況)に入ると、公衆被ばくを通常と
考えられるレベルに近いかあるいは同等のレベルまで引き下げるため、年間１
～20ミリシーベルトの範囲の下方部分から、状況に応じて適切な｢参考レベ
ル｣を選択し（※4）、長期目標として参考レベルを年間１ミリシーベルトとする
こととされています。

（参考）
｢線量拘束値｣や｢参考レベル｣は、経済的及び社会的要因を考慮し、被ばく線量を合理

的に達成できる限り低くする｢最適化｣の原則に基づいて措置を講じるための目安とさ
れている。また、必要な検査や治療を受けられないケースが生じ、患者の便益を損な
うおそれがあるため患者の医療被ばくには「線量限度」を適用していない。

「参考３「計画被ばく状況」の事例」参照
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16．今回の原子力災害に対する我が国の対応
（避難指示、解除）

■■我が国における対応■■

○ 政府は、東京電力福島第一原発事故において、国際放射線防護委員会

（ICRP）の緊急時被ばく状況における放射線防護の｢参考レベル｣（※1）のバ

ンド（年間20～100ミリシーベルト）等を考慮し、このうち最も厳しい値に相

当する年間20ミリシーベルトを採用して、避難指示を行いました。（※2）

○ 一方、避難指示解除においては、次の３要件が充足された区域について、

順次避難指示を解除していきます。

①空間線量率で推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以下になるこ

とが確実であること

②電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に必須なインフラ

や医療・介護・郵便などの生活関連サービスが概ね復旧すること、子どもの

生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること

③県、市町村、住民との十分な協議

○ 2017年4月までに、田村市、川内村、楢葉町、葛尾村（※3）、南相馬市
（※3）、川俣町、浪江町（※3）、飯舘村（※3）、富岡町（※3）において避難指示

が解除され、住民の帰還に向けた取り組みが行われています。

避難指示区域の面積は、福島県全体の面積の約２．７％にまで縮小してい

ます。

※１ 参考レベルとは、経済的及び社会的要因を考慮し、被ばく線量を合理的に達成できる限り低くする「最適化」
の原則に基づいて措置を講じるための目安。

※２ 避難指示区域は、事故発生後１年間の被ばく線量を空間線量率（※用語解説参照）の測定値から推計し（屋
外８時間、屋内16時間滞在、家屋の遮へい効果による被ばく低減係数0.4、その時点以降減衰しないという保
守的な推計）、年間20ミリシーベルトに達するおそれのある地域を設定。

※３ 帰還困難区域を除く。

年間20ミリシーベルト ＝ 一日の被ばく線量 × 365日

屋内での被ばく線量〔3.8マイクロシーベルト×16時間×0.4（低減効果）〕

屋外での被ばく線量〔3.8マイクロシーベルト×８時間 〕

※ 木造家屋の低減効果0.4は、IAEAがまとめた“Planning For Off-Site Response to
Radiation Accidents in Nuclear Facilities”（IAEA TECDOC 255）によるもの。

※ 上記計算式では、①内部被ばく、②放射性物質の物理減衰やウェザリング効果を考慮していない。
これは、①による線量増加分と、②による線量減少分が相殺されると仮定しているため。

20



■■我が国における対応■■

16．今回の原子力災害に対する我が国の対応
（帰還後の外部被ばく評価）

○ 事故発生初期においては、個人線量計を用いて測定する個人の被ばく線量の
測定が困難であったため、安全側の評価が可能な空間線量率から推定された個
人の被ばく線量の結果も用いて避難指示区域の設定などを行ってきています。

○ 定点測定を中心とする空間線量率から推定される被ばく線量は、住民の行動
様式や家屋の低減率を一律で仮定していることなどにより、実際の生活実態が
反映される個人線量計を用いた被ばく線量の測定結果とは異なることが知られ
ています。

○ これまでに各市町村で測定された個人線量計による被ばく線量は、空間線量
率から推定される被ばく線量に比べて低い値となる傾向ではあるものの、個々
の住民の生活や行動によってばらつきがあることが確認されています。

○ 原子力規制委員会は、｢帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方｣
を取りまとめ、帰還後の住民の被ばく線量の評価は、空間線量率からの推定で
はなく、個人線量計を用いて測定する個人毎の被ばく線量を用いることを基本
とすべきであるとしています。
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【出典データ】原子力規制委員会｢帰還に向けた安全・安心対策に関する検討チーム｣（第2回会合）
原子力災害対策本部関係省庁説明資料｢福島県の現状（被ばく線量測定結果）について｣

中通りＦ

浜通りＡ

会津地方P

浜通りB

測定期間： 2012年7月～9月
対象：中学生以下（4,781人）
個人線量（平均）：0.2ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/年

（参考）空間線量（平均）：0.7ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/年

測定期間： 2012年7月～9月
対象：乳幼児から中学生・妊婦（4,135人）
個人線量（平均）：0.4ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/年

（参考）空間線量（平均） ：2.9ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/年

測定期間： 2012年9月～11月
対象：乳幼児から中学生・妊婦（3,225人）
個人線量（平均）：0.7ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/年

（参考）空間線量（平均） ：2.1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/年

測定期間：2012年11月～ 2013年1月
対象：中学生以下（16,223人）
個人線量（平均）：0.6ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/年

（参考）空間線量（平均） ：2.4ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/年

※ 「個人線量（平均）」については測定値を単純に年換算。バックグラウンドは除く。
※ 「空間線量（平均）」については、測定期間と同じ期間における航空機モニタリングによる空間線量率の市町村毎（森林等の非居住圏も含む）の

平均値を用いて、8時間屋外、16時間木造家屋に滞在することと仮定して、年間の被ばく線量を推定した値。
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16．今回の原子力災害に対する我が国の対応
（食品の放射性物質に関する規制）

○ 東京電⼒福島第⼀原発事故の後、食品中の放射性物質の暫定規制値を設定
（※1）し、暫定規制値を超える食品が市場に流通しないよう出荷制限などの措
置を取りました。

○ 2012年4月1日から、より一層の安全・安心を確保するため、事故後の緊
急的な対応としてではなく、長期的な観点から、食品の摂取により受ける追加
の預託実効線量の上限を年間1ミリシーベルトとし、これに基づいて、食品中
の放射性セシウムの基準値を設定（※2）しています。

この基準値は世界で最も厳しいレベルとなっています。

○ 検査の結果、基準値を超える食品には廃棄・回収等の措置をとるほか、地域
的な広がりが認められる場合には出荷制限等を行い、それらが市場に出回るこ
とのないよう取り組んでいます。

【出典】 Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed (CODEX STAN 193-1995)
Council Regulation (EURATOM)  2007/0103 (CNS) 
CPG Sec. 560.750 Radionuclides in Imported Foods - Levels of Concern をもとに復興庁作成

［単位：ベクレル／ｋｇ］

＜食品中の放射性セシウム濃度の基準値＞

注）基準値の算定における仮定が以下の通り異なること等から、それぞれの基準値は異なる。

（日本） 食品の摂取により受ける追加の預託実効線量の上限を年間1ミリシーベルトと設定し、一般食品では、50％が基準
値相当汚染されていると仮定。なお、牛乳、乳児用食品については、流通品のほとんどが国産であるという実態か
ら、一般食品の基準値の半分としている。

（コーデックス委員会）介入免除レベル（特段の措置をとる必要がないと考えられているレベル）年間１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄを採用し、
全食品のうち10％までが汚染エリア由来と仮定。

（ＥＵ） 追加の被ばく線量が年間１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄを超えないよう設定され、人が生涯に食べる食品の10％が規制値相当汚染
されていると仮定。

（米国） 預託実効線量5ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄを採用し、食事摂取量の30％が汚染されていると仮定。

※1 放射性セシウムの預託実効線量（※用語解説参照）（放射性ストロンチウムの寄与を含む。）年間５ミリ
シーベルトに基づき設定。

※2 放射性セシウム以外の放射性物質からの影響も考慮し、年間１ミリシーベルトを超えないように設定。
※3 国際連合食糧農業機関 (FAO)と世界保健機関 (WHO)が1963年に設立した、食品の国際基準（コーデックス

基準）を作る政府間組織。その目的は、消費者の健康を保護するとともに、食品の公正な貿易を促進する
こと。現在、180カ国以上が加盟。

■■我が国における対応■■

日本 コーデックス EU（域内の

(2012. 4～） 委員会(※3) 流通品）

飲料水 10 1000 1000 1200

牛乳 50 1000 1000 1200
一般食品 100 1000 1250 1200

乳児用食品 50 1000 400 1200

アメリカ
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基本

		～１未満 ミマン		285,418				317,752

		～２未満 ミマン		145,845				137,773

		～３未満 ミマン		25,396				21,988

		～４未満 ミマン		1,491				1,564

		～５未満 ミマン		504		458,654		628

		～６未満 ミマン		389				497

		～７未満 ミマン		230				297

		～８未満 ミマン		116				166

		～９未満 ミマン		78				124

		～10未満 ミマン		41		459,508		79

		～11未満 ミマン		36				78

		～12未満 ミマン		30				56

		～13未満 ミマン		13				40

		～14未満 ミマン		12				35

		～15未満 ミマン		6				33

		15以上～ イジョウ		15				310

				459,620		99.98%

						99.79%

		～ 1		285,418				317,752

		～ 2		145,845				137,773

		～ 3		25,396				21,988

		～ 4		1,491				1,564

		～ 5		504		458,654		628

		～ 6		389				497

		～ 7		230				297

		～ 8		116				166

		～ 9		78				124

		～ 10		41		459,508		79

		～ 11		36				78

		～ 12		30				56

		～ 13		13				40

		～ 14		12				35

		～ 15		6				33

		15 ～		15				310

				459,620		99.98%

						99.79%



【機密性2情報】		


～１未満	～２未満	～３未満	～４未満	～５未満	～６未満	～７未満	～８未満	～９未満	～10未満	～11未満	～12未満	～13未満	～14未満	～15未満	15以上～	285418	145845	25396	1491	504	389	230	116	78	41	36	30	13	12	6	15	～ 1	～ 2	～ 3	～ 4	～ 5	～ 6	～ 7	～ 8	～ 9	～ 10	～ 11	～ 12	～ 13	～ 14	～ 15	15 ～	285418	145845	25396	1491	504	389	230	116	78	41	36	30	13	12	6	15	



WBC

		① 測定を実施した自治体

		福島県内全59市町村 ナイ シチョウソン



		② 県外へ避難された方を対象としたホールボディ・カウンタによる内部被ばく検査 ケンガイ ヒナン カタ タイショウ ナイブ ヒ ケンサ

		[常設機関における検査] ジョウセツ キカン ケンサ

		弘前大学医学部附属病院、杜の都産業保健会、アトムワールド、新潟県、金沢医療センター、大津赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院、広島大学病院、長崎大学病院（2015年1月27日現在） ニイガタケン カナザワ イリョウ オオツ エヒメ ダイガク イガク ブ フゾク ビョウイン ヒロシマ ダイガク ビョウイン ナガサキ ダイガク ビョウイン ネン ガツ ニチゲンザイ





		[ホールボディ・カウンタ車による検査] クルマ ケンサ

		福島県では、県外に避難された方が受検できるようホールボディ・カウンタ車を巡回して検査を行っており、現在までに栃木県、山形県、秋田県、岩手県、宮城県、京都府、兵庫県、千葉県、神奈川県、東京都、群馬県、埼玉県、沖縄県、愛知県、長野県、静岡県、岐阜県、山梨県、北海道、岡山県、三重県、鳥取県、大阪府、福岡県、熊本県、佐賀県、高知県、香川県、徳島県、大分県、宮崎県、富山県、島根県、山口県、福井県、奈良県、和歌山県で検査が実施された。（2016年1月27日現在） ミヤギケン グンマケン ミエケン トットリケン クマモトケン コウチケン オオイタケン ミヤザキケン トヤマケン シマネケン ヤマグチケン フクイケン ナラケン ワカヤマ ケン









		③ 測定結果（預託実効線量）　（2015年12月分まで：2015年1月27日発表） ヒ

								2011年6月27日～		2012年2月1日～		合計

								reserved-40939x1F		reserved-42369x1F



				１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満				15,384人		265,438人		280,822人		（ 99.99% ）								１mSv未満 ミマン		280,822 人

				１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				13人		1人		14人		（ 0.00% ）								1～2 mSv		14 人

				２ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				10人		0人		10人		（ 0.00% ）								2～3mSv		10 人

				３ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				2人		0人		2人		（ 0.00% ）								3mSv以上 イジョウ		2 人

				合　　計				15,409人		265,439人		280,848人		（ 100% ）										280848















		(1)Municipalities governments which conducted the measurements

		All 59 municipalities in Fukushima Prefecture



		(2) To conduct internal exposure inspection by whole body counter intended for the person who has been evacuated to outside the prefecture.

		[The inspection in permanent organization]

		Hirosaki University School of Medicine & Hospital, Morinomiyako Occupational Health Association, Atom World, Niigata Prefecture, National Hospital Organization Kanazawa Medical Center, Japanese Red Cross Otsu Hospital, Ehime University Hospital, Hiroshima University Hospital, and Nagasaki University Hospital (As of January 27, 2016)





		[Whole body counter vehicle]

		Fukushima Prefecture circulates a whole body counter vehicle so that those who have evacuated from the prefecture can take examinations.

		(3) Results (Committed effective doses) (for those conducted until December 2015: Published in January 2016

								June 27, 2011 to		February 1, 2012 to 		Total

								January 31, 2012		January 27, 2016



				～ 1mSv				15,384 persons		265,438 persons		280,822 persons		（ 99.99% ）

				1mSv				13 persons		1 persons		14 persons		（ 0.00% ）

				2mSv				10 persons		0 persons		10 persons		（ 0.00% ）

				3mSv				2 persons		0 persons		2 persons		（ 0.00% ）

				Total				15,409 persons		265,439 persons		280,848 persons		（ 100% ）



















		(1)Local governments which conducted the measurements

		All 59 municipalities in Fukushima Prefecture

		(2) Organizations which implemented the measurements

		Fukushima Prefecture, the National Institute of Radiological Sciences, the Japan Atomic Energy Agency, the Minamisoma City General Hospital, Niigata Prefecture, Hirosaki University School of Medicine & Hospital, the Hiroshima University Hospital, and the Nagasaki University Hospital

		(3) Circulating a whole body counter vehicle and conducting examinations outside Fukushima Prefecture

		Fukushima Prefecture circulates a whole body counter vehicle so that those who have evacuated from the prefecture can take examinations, and examinations were conducted in Tochigi, Yamagata, Akita, Miyagi, Iwate, Kyoto and Hyogo. (As of December 31, 2013)

		(4) Measurement results (Effective doses) (for those conducted in or before December 2013: publicized in February 2014)

						June 27, 2011 to		February 1, 2012 to 		Total (persons)

						January 31, 2012 (persons)		December 31, 2013 (persons)

				Less than 1 mSv		15,384		159,868		175,252 (99.99%)

				1 mSv		13		1		14 (0.01%)

				2 mSv		10		0		10 (0.01%)

				3 mSv		2		0		2 (0.00%)

				Total		15,409		159,869		175,278 (100%)

		*Committed effective doses: one time ingestion on March 12, 2011 is assumed before January 31, 2012, and continued daily ingestion of certain uniform amounts is assumed after February 1, 2012 up to the day before the examination. Internal exposure doses inside human bodies were accumulated for 50 years in case of adults and for the period up to the time when ages become 70 years old in case of children.

		(Source Data) Fukushima Prefecture, “Implementation Status of Internal Exposure Examinations by the Whole Body Counter”





１mSv未満	1～2 mSv	2～3mSv	3mSv以上	280822	14	10	2	

弘前大学医学部附属病院、杜の都産業保健会、アトムワールド、新潟県、金沢医療センター、大津赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院、広島大学病院、長崎大学病院（2015年11月30日現在）



甲状腺

				<甲状腺検査（先行検査）の実施状況＞ コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ ジッシ ジョウキョウ



				判定結果				判定内容		人数（人）		内訳割合（％） ウチワケ

				結果確定数						300,476		100

				Ａ判定		Ａ１		結節やのう胞を認めなかったもの		154,606		51.5		99.2

						Ａ２		5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの		143,576		47.8

				Ｂ判定				5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの		2,293		0.8

				Ｃ判定				甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの		1		0.0

				悪性ないし悪性疑い 113人（手術実施 99人：良性結節1人、乳頭癌95人、低分化癌3人） アクセイ アクセイ ウタガ ヒト シュジュツ ジッシ ヒト リョウセイ ケッセツ ヒト ニュウトウ ガン ヒト テイブンカ ガン ヒト

				＜甲状腺検査（本格検査）の実施状況＞ コウジョウセン ケンサ ホンカク ケンサ ジッシ ジョウキョウ

				判定結果				判定内容		人数（人）		内訳割合（％） ウチワケ

				結果確定数						220,088		100

				Ａ判定		Ａ１		結節やのう胞を認めなかったもの		89,565		40.7		99.2

						Ａ２		5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの		128,704		58.5

				Ｂ判定				5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの		1,819		0.8

				Ｃ判定				甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの		0		0

				悪性ないし悪性疑い 51人（手術実施 16人：乳頭癌16人） アクセイ アクセイ ウタガ ヒト シュジュツ ジッシ ヒト ニュウトウ ガン ヒト



				［判定結果の説明］
　・Ａ１、Ａ２判定は次回の検査まで経過観察
　・Ｂ、Ｃ判定は二次検査（二次検査対象者に対しては、二次検査日時、場所を改めて通知して実施）
　※　Ａ２の判定内容であっても、甲状腺の状態等から二次検査を要すると判断した方については、Ｂ判定としています。













甲状腺English



				<Results of Thyroid Ultrasound Examinations：Initial Screening＞

										Criteria		Number of persons		Percentage (%)												Criteria		Number of Persons		Percentage (%)

				Persons whose grade were fixed								300,476		100.0								grade A		A1		No nodules or cysts were found.		134,805		53		99.3

				grade A				A1		No nodules or cysts were found.		154,606		51.5		99.2								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		117,679		46.3

								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		143,576		47.8								grade B				Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		1,795		0.7

				grade B						Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		2,293		0.8								grade C				Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		1		0.0004

				grade C						Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		1		0.0												Total # of People Whose Examination Results were Established		254,280		100

				113 persons had malignancy or suspected



				<Results of Thyroid Ultrasound Examinations：Full-scale Screening>

										Criteria		Number of persons		Percentage (%)

				Persons whose grade were fixed								220,088		100.0

				grade A				A1		No nodules or cysts were found.		89,565		40.7		99.2

								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		128,704		58.5

				grade B						Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		1,819		0.8

				grade C						Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		0		0.0

				39 persons had malignancy or suspected



				(Explanations for the persons diagnosed in each grade)

				・		Follow-ups for those with grade A1 and A2 until next examinations

				・		Subsequent examinations for those with grade B and C (The dates and places of the subsequent examinations will be notified to those who will take the subsequent examinations).


				(Remarks) 

				＊		Grade B was applied to those of grade A2 for whom diagnoses were made that they should take subsequent examinations considering the conditions of their thyroid glands.



																(Source) Health Management Survey Exploratory Committee  (the 22nd meeting)







参考



								青森県（弘前市）								山梨県（甲府市）								長崎県（長崎市）										甲状腺検査（先行検査） コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ								甲状腺検査（本格検査） コウジョウセン ケンサ ホンカク ケンサ

				判定結果 ハンテイ ケッカ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ						人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ

				Ａ		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4				154,606		298,182		51.5		99.2		89,565		218,269		40.7		99.2

						A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5						143,576				47.8				128,704				58.5

				B				21				1.3				15				1.1				8				0.6						2,293				0.8				1,819				0.8

				C				0				0.0				0				0.0				0				0.0						1				0.0				0				0.0

				（計） ケイ				1,630				100.0				1,366				100.0				1,369				100.0						300,476				100.0				220,088				100.0



				福島県外３県における甲状腺所有見率調査は2012年度実施、福島県県民健康調査甲状腺検査の先行検査は2015年6月30日現在、本格検査は2015年12月31日現在。 フクシマ ケン ソト ケン コウジョウセン ショユウ ミ リツ チョウサ ネンド ジッシ フクシマケン ケンミン ケンコウ チョウサ コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ ネン ガツ ヒ ゲンザイ ホンカク ケンサ ネン ガツ ヒ ゲンザイ







								Aomori Prefecture								Yamanashi Prefecture								Nagasaki Prefecture										Fukushima Prefecture /references

								(Hirosaki City)								(Kofu City)								(Nagasaki City)										Initial Screening								Full-scale inspection

				Grade				Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)						Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)

				A		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4				154,606		298,182		51.5		99.2		89,565		218,269		40.7		99.2

						A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5						143,576				47.8				128,704				58.5

				B				21				1.3				15				1.1				8				0.6						2,293				0.8				1,819				0.8

				C				0				0.0				0				0.0				0				0.0						1				0.0				0				0.0

				(Total)				1,630				100.0				1,366				100.0				1,369				100.0						300,476				100.0				220,088				100.0









																																																		Aomori Prefecture (Hirosaki City)								Yamanashi Prefecture (Koufu City)								Nagasaki Prefecture (Nagasaki City)



																																														Diagnosis Results				# of Persons				Percentage (%)				# of Persons				Percentage (%)				# of Persons				Percentage (%)

																																														　A		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4

																																																A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5

																																														　B				21				1.3				15				1.1				8				0.6

																																														　C				0				0				0				0				0				0

																																														(Total)				1,630				100				1,366				100				1,369				100





空間線量率
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空間線量率評

								福島市		会津若松市		いわき市

								県北保健福祉事務所		合同庁舎		合同庁舎

				震災前の平常時				0.04		0.04～0.05		0.05～0.06

				reserved-40634x1F				2.74		0.24		0.66

				41883				1.04		0.13		0.18

				reserved-40969x1F				0.63		0.1		0.17

				41883				0.69		0.1		0.1

				reserved-41334x1F				0.46		0.07		0.09

				41883				0.33		0.07		0.09

				reserved-41699x1F				0.24		0.07		0.08

				41883				0.25		0.07		0.08

				reserved-42064x1F				0.24		0.06		0.07

				42248				0.20		0.06		0.07







								Fukushima City		Aizuwakamatsu City		Iwaki City

								North area Public Health and Welfare Office		Government Office Complex		Government Complex

				Normal Value before the Great Earthquake				0.04		0.04～0.05		0.05～0.06

				April 1, 2011				2.74		0.24		0.66

				September 1, 2011				1.04		0.13		0.18

				March 1, 2012				0.63		0.1		0.17

				September 1, 2012				0.69		0.1		0.1

				March 1, 2013				0.46		0.07		0.09

				September 1, 2013				0.33		0.07		0.09

				March 1, 2014				0.24		0.07		0.08

				September 1, 2014				0.25		0.07		0.08

				March 1, 2015				0.24		0.06		0.07

				September 1, 2015				0.20		0.06		0.07



【機密性2情報】		




Sheet1

								測定時期 ソクテイ ジキ		対象 タイショウ		測定数 ソクテイスウ		1mSv以上数 イジョウ スウ

				郡山市 コオリヤマシ		2014年度						7981		33		0.41%

						2013年度						15962		213		1.33%

						2012年度						11257		1052		9.35%

				福島市 フクシマ シ		2014年度						46436		2056		4.43%

						2013年度						10100		659		6.52%

						2012年度						16233		5		0.03%

				須賀川市 スカガワ シ		2014年度						5950		32		0.54%

						2013年度						7193		154		2.14%

						2012年度						8015		636		7.94%

						2011年度						11471		2991		26.07%

				南相馬市 ミナミソウマシ		2014年度						6942		1033		14.88%

						2013年度						8652		2007		23.20%

				白河市 シラカワシ		2014年度						14626		42		0.29%

						2013年度						16910		68		0.40%

						2012年度						17576		269		1.53%

						2011年度						19463		2297		11.80%

				伊達市 ダテシ		2014年度						21080		5502		26.10%

						2014年度						52783		17788		33.70%

				二本松市 ニホンマツシ		2014年度						5643		564		9.99%

						2014年度						6032		1122		18.60%

				相馬市 ソウマシ		2014年度						2051		2		0.10%

						2014年度						3173		8		0.25%

						2014年度						4135		125		3.02%

						2014年度						4010		556		13.87%

				国見町 クニミマチ		2014年度						383		2		0.52%

						2014年度						501		6		1.20%





食品

		食品中の放射性物質の検査結果について（平成24～平成26年度） ショクヒン ナカ ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ ヘイセイ ヘイセイ ネンド



		品 目		震災以降、2011年度末まで シンサイ イコウ ネンド スエ						2012年度 ネンド						2013年度 ネンド						2014年度 ネンド

				基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ



		米		592		2.2%		26,464		84		0.0008%		1038万 マン		28		0.0003%		1104万 マン		2		0.00002%		1101.0



		麦		27		4.8%		557		0		0%		1,818		0		0%		592		0		0%		383



		豆 類		16		2.3%		689		63		1.1%		5,962		21		0.4%		5,167		4		0.12%		3,459



		野 菜 類		385		3.0%		12,671		5		0.03%		18,570		0		0%		19,657		0		0%		16,712



		果 実 類		210		7.7%		2,732		13		0.3%		4,478		0		0%		4,243		0		0%		3,302



		茶		192		8.6%		2,233		13		1.5%		867		0		0%		447		0		0%		206



		その他地域特産物		16		3.2%		498		14		0.5%		3,094		0		0%		1,618		0		0%		1,049



		原 乳		8		0.4%		1,919		0		0%		2,421		0		0%		2,040		0		0%		1,846



		肉・卵
（野生鳥獣肉除く） ニク タマゴ ヤセイ チョウジュウ ニク ノゾ		1058		1.3%		79,181		4		0.003%		154,866		0		0%		194,945		0		0%		188,304



		牛肉 ギュウニク		2(6)		0.0032%		187,176		2(6)		0.0032%		187,176		0		0%		208,477 ※		0		0%		3,266



		豚肉・鶏肉・卵等
（野生鳥獣肉除く） ブタニク トリニク タマゴ ナド		2		0.09%		2,174		2		0.09%		2,174		0		0%		447		0		0%		198



		野生鳥獣肉 ヤセイ チョウジュウ ニク		1204		0.9%		137,037		2372		0.9%		278,275		1025		0%		335,860		435		0.1%		292,061



		きのこ・山菜類		779		20.2%		3,856		605		9.2%		6,588		194		2.6%		7,581		103		1.2%		8,557



		水 産 物		1,476		17.2%		8,576		1,093		5.6%		19,565		302		1.5%		20,695		100		0.5%		20,922



		厚生労働省及び自治体等が公表したデータ等に基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県の検査結果。水産物については全国を集計。米、豆類は生産年度で集計。
比較のため、平成26年度現在の基準値に揃えて超過点数を計上。

		※ 畜産物の括弧内は、牛肉の暫定基準値500Bq/kgでは基準値超過とならない100Bq/kgの4件を含む件数。 チクサンブツ カッコ ナイ ギュウニク ザンテイ キジュン アタイ キジュン アタイ チョウカ ケン フク ケンスウ





		【出所】食品衛生法に基づく放射性物質の検査結果の厚生労働省の公表結果
　　　　 厚生労働省の公表資料を基に、農林水産省で品目別に整理をした結果の公表 シュッショ ショクヒン エイセイホウ モト ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ シリョウ モト ノウリン スイサンショウ ヒンモク ベツ セイリ ケッカ コウヒョウ

		Inspection results（FY2011～2014）



		Food item		From the accident
 to the end of FY2011						FY2012						FY2013						FY2014

				No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples

				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding

				limit		the limit				limit		the limit				limit		the limit				limit		the limit

		Rice		592		2.2%		26,464		84		0.0008%		10.38 millions		28		0.0003%		11.04 millions		2		0.00002%		11.01 millions



		Wheat		27		4.8%		557		0		0%		1,818		0		0%		592		0		0%		383



		Pulse		16		2.3%		689		63		1.1%		5,962		21		0.4%		5,167		4		0.12%		3,459



		Vegitables		385		3.0%		12,671		5		0.03%		18,570		0		0%		19,657		0		0%		16,712



		Fruits		210		7.7%		2,732		13		0.3%		4,478		0		0%		4,243		0		0%		3,302



		Tea		192		8.6%		2,233		13		1.5%		867		0		0%		447		0		0%		206



		Other cultivated plants		16		3.2%		498		14		0.5%		3,094		0		0%		1,618		0		0%		1,049



		Raw Milk		8		0.4%		1,919		0		0%		2,421		0		0%		2,040		0		0%		1,846



		Meat and eggs (excluding wild meat)		1058		1.3%		79,181		4		0.003%		154,866		0		0%		194,945		0		0%		188,304



		牛肉 ギュウニク		2(6)		0.0032%		187,176		2(6)		0.0032%		187,176		0		0%		208,477 ※		0		0%		3,266



		豚肉・鶏肉・卵等
（野生鳥獣肉除く） ブタニク トリニク タマゴ ナド		2		0.09%		2,174		2		0.09%		2,174		0		0%		447		0		0%		198



		野生鳥獣肉 ヤセイ チョウジュウ ニク		1204		0.9%		137,037		2372		0.9%		278,275		1025		0%		335,860		435		0.1%		292,061



		Mushrooms and wild plants		779		20.2%		3,856		605		9.2%		6,588		194		2.6%		7,581		103		1.2%		8,557



		Fish products		1,476		17.2%		8,576		1,093		5.6%		19,565		302		1.5%		20,695		100		0.5%		20,922



		厚生労働省及び自治体等が公表したデータ等に基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県の検査結果。水産物については全国を集計。米、豆類は生産年度で集計。
比較のため、平成26年度現在の基準値に揃えて超過点数を計上。

		※ 畜産物の括弧内は、牛肉の暫定基準値500Bq/kgでは基準値超過とならない100Bq/kgの4件を含む件数。 チクサンブツ カッコ ナイ ギュウニク ザンテイ キジュン アタイ キジュン アタイ チョウカ ケン フク ケンスウ





		【出所】食品衛生法に基づく放射性物質の検査結果の厚生労働省の公表結果
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預託実効線量

		地域 		放射線量 		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 				(ミリシーベルト/年) 

		福島県(浜通り） 		0.0016		埼玉県 		0.0009

		福島県(中通り） 		0.0020		東京都 		0.0008

		福島県(会津） 		0.0010		神奈川県 		0.0011

		北海道 		0.0007		新潟県 		0.0007

		岩手県 		0.0010		大阪府 		0.0006

		宮城県 		0.0010		高知県 		0.0006

		茨城県 		0.0009		長崎県 		0.0006

		栃木県 		0.0009



		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 

		北海道 		0.0007

		岩手県 		0.001

		宮城県 		0.001

		福島県(浜） 		0.0016

		福島県(中） 		0.002

		福島県(会） 		0.001

		茨城県 		0.0009

		栃木県 		0.0009

		埼玉県 		0.0009

		東京都 		0.0008

		神奈川県 		0.0011

		新潟県 		0.0007

		大阪府 		0.0006

		高知県 		0.0006

		長崎県 		0.0006



		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 

		Hokkaido		0.0007

		Iwate		0.001

		Miyagi		0.001

		Hamadōri		0.0016

		Nakadōri		0.002

		Aizu		0.001

		Tochigi		0.0009

		Ibaraki		0.0009

		Saitama		0.0009

		Tokyo		0.0008

		Kanagawa		0.0011

		Niigata		0.0007

		Ōsaka		0.0006

		Kōchi		0.0006

		Nagasaki		0.0006



北海道 	岩手県 	宮城県 	福島県(浜） 	福島県(中） 	福島県(会） 	茨城県 	栃木県 	埼玉県 	東京都 	神奈川県 	新潟県 	大阪府 	高知県 	長崎県 	6.9999999999999999E-4	1E-3	1E-3	1.6000000000000001E-3	2E-3	1E-3	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.0000000000000004E-4	1.1000000000000001E-3	6.9999999999999999E-4	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	





Hokkaido	Iwate	Miyagi	Hamadōri	Nakadōri	Aizu	Tochigi	Ibaraki	Saitama	Tokyo	Kanagawa	Niigata	Ōsaka	Kōchi	Nagasaki	6.9999999999999999E-4	1E-3	1E-3	1.6000000000000001E-3	2E-3	1E-3	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.9999999999999998E-4	8.0000000000000004E-4	1.1000000000000001E-3	6.9999999999999999E-4	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	







個人線量計

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ



																																														直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



				自治体 ジチタイ				測定期間 ソクテイ キカン		対象 タイショウ		測定人数
（Ａ） ソクテイ ヒト スウ		1mSv/年以上の人数
（Ｂ） ネン イジョウ ニンズウ		1mSv/年以上の人数の比率
（Ｂ）÷（Ａ） ニンズウ ヒリツ		年間個人線量
（平均）
[mSv/年] ネンカン コジン センリョウ ヘイキン トシ																												A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

				いわき市 シ		333,802		2011年11月～2012年1月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		31,235		477		1.53%		0.44																												5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

				郡山市 コオリヤマシ		326808		2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		7,142		13		0.18%		0.319

						326808		2012年5月～7月 ネン ガツ ガツ		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		7,847		3,556		45.32%		1.00

						326808		2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		4,816		7		0.15%		0.31

						326808		2011年10月～11月 ネン		小中学生 ショウチュウガクセイ		25,551		17,188		67.27%		1.3

				福島市 フクシマシ		284948		2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		8,616						0.32																												2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		10,100		659		6.52%		0.44

								2012年11月～2013年1月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		16,223		1,830		11.28%		0.56

						284,948		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び15歳以下の子ども ニンプ オヨ サイイカ		36,767						1.04																												2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

								2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		46,436		2,056		4.43%		0.44

				会津若松市 アイヅワカマツシ				2012年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		4,781		1		0.02%		0.18

						123,790		2011年12月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,679		12		0.14%		0.30

				須賀川市 スカガワシ		78299		2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		5,950		32		0.54%		0.36																												267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

								2011年9月～11月 ネン ツキ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		11,461		2,991		26.10%		0.84

				南相馬市 ミナミソウマシ		64539		2015年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,582		297		5.32%		0.40																												11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

								2013年6月～8月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		9,619		2,263		23.53%		0.80

				伊達市 ダテシ		63755		2014年7月～2015年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		12,912		2,022		15.66%		0.59																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

								2014年7月～2015年6月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイ イカ コ		5,309		183		3.45%		0.38

						63,755		2012年7月～2013年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		52,783		17,811		33.74%		0.89																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

				白河市 シラカワシ		63186		2014年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		7,016		25		0.36%		0.28																												188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

								2012年7月～10月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,818		219		2.48%		0.44

						63,186		2011年8月～10月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び中学生以下の子ども ニンプ オヨ チュウガクセイ イカ		9,737		1,509		15.50%		0.72																												188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

				二本松市 ニホンマツシ		57673		2014年5月～7月 ネン ガツ ガツ		女性、乳幼児から高校生相当 ジョセイ ニュウヨウジ コウコウセイ ソウトウ		5,526						0.67																												295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

						57,673		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		女性、乳幼児から高校生相当 ジョセイ ニュウヨウジ コウコウセイ ソウトウ		8,725						1.53																												295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

				喜多方市 キタカタシ				2013年6月～2014年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		2,560		0		0.00%		0.028

						50,829		2012年6月～2013年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		3,340		0		0.00%		0.054

				相馬市 ソウマシ		35985		2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,949		0		0.00%																														1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

								2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,010		556		13.87%

				本宮市 モトミヤシ		30857		2015年6月～8月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		3,125						0.32

						30,857		2011年9月～11月 ネン ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,745		2,603		54.86%		1.09

				西郷村 ニシゴウ ムラ				2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,365		4		0.17%

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,375		19		0.80%

								2012年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,493		104		4.17%

						19,959		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,879		648		22.51%

				矢吹町 ヤブキマチ		17,769		2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		1,484		2		0.13%		0.31																												72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

				桑折町 クワ オ マチ		12469		2013年8月～2014年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		633		16		2.53%		0.4																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

						12,469		2012年8月～2013年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,050		150		14.29%		0.6																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				小野町 オノマチ				2015年9月～11月		高校生以下の子ども		377		0		0.0%		0.22						2012年9月 (※NORM) ネン ガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		730						0.85

								2012年9月		高校生以下の子ども		730		0		0.0%		0.25						2015年9月～11月 ネン ガツガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		377		0		0.0%		0.22

				国見町 クニミマチ		9800		2013年8月～10月 ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		501		6		1.20%																														53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				平田村 ヒラタ ムラ		6,656		2011年10月～11月 ネン		15歳以下の子ども サイイカ		884		5		0.57%																														53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				鮫川村 サメカワ ムラ		3,859		2011年10月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		妊婦、乳幼児から高校生相当 ニンプ ニュウヨウジ コウコウセイ ソウトウ		511		1		0.20%		0.336																												5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																										2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																														0.4166666667

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ



																																														直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



																								Municipalities				Measurement Period		Persons Monitoerd		Number of people
(Ａ)		Number of people over 1mSv/year (Ｂ)		Percentage
(Ｂ) ÷ (Ａ) [％]		Average Annual Individual Dose
[mSv/year]								A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

																								Iwaki City		333,802		November 2011 to January 2012		Junior high school students or younger		31,235		477		1.53%		0.44								5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

																								Koriyama City		326808		June to September 2015		Infants and pregnant women		7,142		13		0.18%		0.319

																												May to July 2012		Infants and pregnant women		7,847		3,556		45.32%		1.00

																										326808		June to September 2015		Elementary school and junior high school students		4,816		7		0.15%		0.31

																												October to Nobember 2011		Elementary school and junior high school students		25,551		17,188		67.3%		1.33

																								Fukushima City		284948		September to November 2014		Applicants not older than 15years		8,616				0%		0.32								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																												September to November 2013		Applicants not older than 15years		10,100		659		6.52%		0.44

																												September to November 2012		Applicants not older than 15years		16,223		1,830		11.3%		0.56

																										284,948		September to November 2011		Applicants not older than 15years		36,767						1.04								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																												September to November 2014		All citizens		46,436		2,056		4.43%		0.44

																								Aizuwakamatsu City				July to September 2012		Junior high school students or younger		4,781		1		0.02%		0.18

																										123,790		November 2011 to Febrary 2012		Junior high school students or younger		8,679		12		0.14%		0.30

																								Sukagawa City		78299		September to November 2014		Applicants not older than 18years		5,950		32		0.54%		0.36								267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

																												September to Nobember 2011		Applicants not older than 18years		11,461		2,991		26.10%		0.84

																								Minamisoma City		64539		April to June 2015		All citizens		5,582		297		5.32%		0.4								11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

																												June to August 2013		All citizens		9,619		2,263		23.53%		0.8

																								Date City		63755		July 2014 to June 2015		All citizens		12,912		2,022		15.7%		0.59								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																												July 2014 to June 2015		Applicants not older than 15years		5,309		183		3.45%		0.38

																										63,755		Jury 2012 to June 2013		All citizens		52,783		17,811		33.7%		0.89								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																								Shirakawa City		63186		July to September 2014		Junior high school students or younger		7,016		25		0.36%		0.28								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																												July to October 2012		Junior high school students or younger		8,818		219		2.48%		0.44

																										63,186		August to October 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		9,737		1,509		15.5%		0.72								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																								Nihonmatsu City		57673		May to July 2014		Infants to highschool students and women		5,526						0.67								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																										57,673		September to November 2011		Infants to highschool students and women		8,725						1.53								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																								Kitakata City				June 2013 to March 2014		All citizens		2,560		0		0.0%		0.028

																										50,829		June 2012 to March 2012		All citizens		3,340		0		0.0%		0.054

																								Soma City		35985		September to Nobember 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		1,949		0		0.00%										1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

																												October to Decrmber 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,010		556		13.87%

																								Motomiya City		30857		June to August 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		3,125						0.32

																										30,857		September to November 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,745		2,603		54.86%		1.09

																								Nishigo Village				September to November 2014		Junior high school students or younger		2365		4		0.17%

																												September to November 2013		Junior high school students or younger		2375		19		0.80%

																												September to November 2012		Junior high school students or younger		2,493		104		4.17%

																										19,959		September to November 2011		Junior high school students or younger		2,879		648		22.51%

																								Yabuki Town		17,769		October to December 2011		Elementary school and junior high school students		1,484		2		0.13%		0.31								72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

																								Koori Town		12469		August 2013 to January 2014		Junior high school students or younger		633		16		2.53%		0.4								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																										12,469		August 2012 to January 2013		Junior high school students or younger		1,050		150		14.29%		0.6								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Ono Town				September to November 2015		High school students or younger		377		0		0		0.22

																												September 2012		High school students or younger		730		0		0		0.25

																								Kunimi Town		9800		August to October 2013		Junior high school students or younger		501		6		1.2%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Hirata Village		6,656		October to November 2011		Applicants not older than 15years		884		5		0.57%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Samegawa Village		3,859		October 2011 to Febrary 2012 		Infants to highschool students and pregnant women		511		1		0.2%		0.336								5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																										2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																														0.4166666667

																												September 2012 (※NORM)		High school students or younger		0						0

																												September to November 2013		High school students or younger		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.00
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		本宮市		30857

		桑折町		12469

		国見町		9800

		川俣町		14732

		大玉村		8506

		鏡石町		12879

		天栄村		6065

		下郷町		6234

		檜枝岐村		603

		只見町		4670

		南会津町		17230

		北塩原村		3030

		西会津町		7097

		磐梯町		3692

		猪苗代町		15451

		会津坂下町		17000

		湯川村		3349

		柳津町		3738

		三島町		1820

		金山町		2292

		昭和村		1383

		会津美里町		21913

		西郷村		19959

		泉崎村		6711

		中島村		5216

		矢吹町		17769

		棚倉町		14820

		矢祭町		6233

		塙町		9486

		鮫川村		3859

		石川町		16578

		玉川村		6992

		平田村		6656

		浅川町		6856

		古殿町		5895

		三春町		18017

		小野町		10923

		広野町		5148

		楢葉町		7448

		富岡町		14111

		川内村		2739

		大熊町		10849

		双葉町		6354

		浪江町		19084

		葛尾村		1489

		新地町		7969

		飯舘村		6317





業種別実効線量



				実効線量
（mSv/年) ジッコウ センリョウ ネン		一般医療 イッパン イリョウ		歯科医療 シカイ リョウ		獣医療 ケモノ イリョウ		合計 ゴウケイ

				～1mSv/年 ネン		300,817		21,916		13,984		336,717

						90.1%		99.3%		99.1%		91.0%

				1～5mSv/年 ネン		27,709		148		111		27,968

						8.3%		0.7%		0.8%		7.6%

				5～10mSv/年 ネン		3,768		11		7		3,786

						1.1%		0.0%		0.0%		1.0%

				10mSv/年～ ネン		1,636		3		6		1,645

						0.5%		0.0%		0.0%		0.4%

				合計 ゴウケイ		333,930		22,078		14,108		370,116

						100%		100%		100%		100%





				Effective Dose
（mSv/year)		General Medicine		Dental Care		Veterinary Care		Total

				～1mSv/year		300,817		21,916		13,984		336,717

						90.1%		99.3%		99.1%		91.0%

				1～5mSv/year		27,709		148		111		27,968

						8.3%		0.7%		0.8%		7.6%

				5～10mSv/year		3,768		11		7		3,786

						1.1%		0.0%		0.0%		1.0%

				10mSv/year～		1,636		3		6		1,645

						0.5%		0.0%		0.0%		0.4%

				Total		333,930		22,078		14,108		370,116

						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%







放出



				放出した放射性物質 
【　】内は物理学的半減期 ナイ ブツリ ガク テキ ハンゲンキ		福島第一原子力発電所 フクシマ ダイイチ ゲンシリョク ハツデンショ		チェルノブイリ原子力発電所 ゲンシリョク ハツデンショ		チェルノブイリ原子力発電所
／福島第一原子力発電所 ゲンシリョク ハツデンショ フクシマ ダイイチ ゲンシリョク ハツデンショ

				総放出量（ヨウ素換算）注１ チュウ		　　　77　注２ チュウ		520		6.8

				ヨウ素131【8日】 		16		180		11.3

				セシウム134【2年】 		1.8		4.4		2.4

				セシウム137【30年】 		1.5		8.5		5.7

				ストロンチウム90【29年】 		0.014		0.8		57

				プルトニウム239【2.4万年】 		0.0000003		0.003		10,000







【機密性2情報】		




世界放射線



				地域・国 チイキ クニ				実効線量　[ミリシーベルト/年] ジッコウ センリョウ ネン

				地域 チイキ		国 クニ		1.5未満		1.5～3.0		3.0～5.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　		5.0～7.0　		7.0～10.0		10以上

				東アジア		日本		6,021		6,455

						中国(香港)				550		93		6		1

						マレーシア		1,249		424

				北ヨ―ロッパ		デンマーク				360		130		25		8		2

						フィンランド		22		341		100		24		15		12

						リトアニア		168		162		36		4		2		1

				西ヨ―ロッパ		ベルギ―		28		780		184		22		5		3

						オランダ		1,402		148		8

				東ヨ―ロッパ		ブルガリア				704		184

						ハンガリ―		56		543		269		102		35		15

						ルーマニア				1,337		826		107

						ロシア		8,094		5,203		971		271		147		124

				ヨ―ロッパ		アルバニア		5		270		60		15

						イタリア		15		4,093		1,200		320		80		20

						ポルトガル		365		407		156		15

				割合				39%		48%		9%		2%		1%		1%





																								国		屋内ラドン濃度		年間実効線量

																										[ベクレル/m3]		[ミリシーベルト/年]

																								モンテネグロ		184		4.6

																								フィンランド		120		3

																								チェコ		118		3

																								ルクセンブルグ		110		2.7

																								スウェーデン		108		2.7





																																地域・都市		屋外の平均空間線量		地域の特徴

																																		[ミリシーベルト/年]

																																インド/		　　９．２　（５．２～３２．３）		モザナイト砂海岸地域

																																ケララ、チェンナイ（旧マドラス）

																																中国/		　　２．３		モザナイト砂海岸地域

																																広東省陽江

																																イラン/		　　４．７　（０．４９～６１３）		泉水

																																ラムサール







日常線量

		5		診断 シンダン				0.6				3.87

		4		ラドン・トロン*		1.26				0.48

		3		食品 ショクヒン		0.29				0.99

		2		宇宙 ウチュウ		0.39				0.3

		1		大地 ダイチ		0.48				0.33

		5		Diagnosis				0.6				3.87

		4		Radon and
 Thoron*		1.26				0.48

		3		Food		0.29				0.99

		2		Space		0.39				0.3

		1		Ground		0.48				0.33



診断	[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]

0.6	3.87	ラドン・トロン*	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

1.26	0.48	食品	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.28999999999999998	0.99	宇宙	[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]

0.39	0.3	大地	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.48	0.33	


Diagnosis	[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]

0.6	3.87	Radon and	
 Thoron*	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

1.26	0.48	Food	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.28999999999999998	0.99	Space	[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]

0.39	0.3	Ground	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.48	0.33	


***



Sheet5



						日本		コーデックス		EU（域内の		アメリカ

						(2012. 4～）		委員会(※3)		流通品）

				飲料水		10		1000		1000		1200

				牛乳		50		1000		1000		1200

				一般食品		100		1000		1250		1200

				乳児用食品		50		1000		400		1200







初期甲状腺

				予防的避難区域 ヨボウテキ ヒナン クイキ		計画的避難区域 ケイカクテキ ヒナン クイキ

		成人、20歳 セイジン サイ		7.2～34		16～35

		小児、10歳 ショウニ サイ		12～58		27～58

		幼児、1歳 ヨウジ サイ		15～82		47～83







○ 福島県伊達市では、空間線量率（※用語解説参照）が3マイクロシーベルト/時間

（年間の外部被ばく線量（※1）にして約15.8ミリシーベルト）を超える地域か

ら、0.5マイクロシーベルト/時間（年間の外部被ばく線量にして約2.6ミリシーベル

ト）を下回る地域まで、汚染の状況にかなりのばらつきがありました。そのた

め、除染を行う際には、市内を3つのエリアに区分し、放射線量に応じた手法

により、線量が高いエリアから優先的に除染（※2）を進めました。

Ａエリア（特定避難勧奨地点を含む比較的線量の高い地域。）

・・・面的除染（宅地、道路、林縁部）(2011年10月本格開始。2013年6月終了)

Ｂエリア（Ａエリアに隣接し、比較的線量が高い地域。空間線量率から推計した年間の外部

被ばく線量が5ミリシーベルト以上の地域。）

・・・面的除染とミニホットスポット等のスポット除染の組み合わせ（宅地、道路）

(2012年10月本格開始。2013年10月８日現在で１６地区/25地区終了)

Ｃエリア（比較的線量が低い地域。空間線量率から推計した年間の外部被ばく線量が１ミリ

シーベルト以上の地域。）

・・・マイクロホットスポット等のスポット除染（宅地、道路）

(2013年3月本格開始。2013年10月８日現在で146行政区/230行政区終了)

注）Ａ、Ｂ、Ｃの各エリアは、2012年３月の空間線量率に基づいて設定しており、現在は、

除染が進むなどして空間線量率は低減している。

○ また、市民全員に個人線量計（ガラスバッジ）を配付し、測定結果をもとに

健康への影響や、除染の必要性などを市民に説明するなど、放射線防護の観点

からリスクコミュニケーションを積極的に実施し、市民理解が得られるよう対

応しました。

（参考１）被ばく低減策の実践
【福島県伊達市における事例】

＜全市民を対象としたガラスバッジ測定結果＞

●対象者／52,783人（全市民のうち、1年間継続して測定した人）
●基準日／2013年10月1日（全体の約81.2％）
●実施期間／2012年7月～2013年6月（3ヶ月毎に4回測定）

⇒１）市民全体の年間被ばく線量の平均値：0.89ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ
⇒２）市民全体の年間被ばく線量（分布）

：年間1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満が66.3％と最も多く、
次いで1～2ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満が28.1％、
2～3ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満は4.4％。

※平均空間線量率が0.23ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時間の地区では年間0.521～0.572ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ。

1未満

66.3%

1～2
28.1%

2～3
4.4%

3～4
0.9%

4～5
0.2%

5以上

0.1%

1未満

1～2
2～3
3～4
4～5
5以上

年間被ばく線量
(ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ)

※1 1日の滞在時間を屋外8時間、屋内16時間、家屋の遮へい効果による被ばく低減係数0.4、その時点以降減衰
しないという仮定で推計。

※2 学校等はエリアに関わらず優先。
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放出した放射性物質
【 】内は物理学的半減期

東京電力福島第一
原発事故

チェルノブイリ
原発事故

チェルノブイリ原発事故
／東京電力福島第一原発事故

総放出量（ヨウ素換算）注１ ７７ ５２０ ６．８

ヨウ素１３１【８日】 １６ １８０ １１．３

セシウム１３４【２年】 １．８ ４．４ ２．４

セシウム１３７【３０年】 １．５ ８．５ ５．７

ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ９０【２９年】 ０．０１４ ０．８ ５７

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ２３９【２.４万年】 ０．００００００３ ０．００３ １０,０００

＜放射性物質の大気中への放出量の比較＞

【出典データ】IAEA報告書（2001）及び「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書」（2011年6月）等

［単位：京ベクレル（＝１０１６Ｂｑ） ］

○ チェルノブイリ原発事故(1986年)では、飲食物は自家消費中心であったため、
汚染された食品の摂取を通じた内部被ばく(※用語解説参照)、特に放射性ヨウ素に汚
染された牛乳の摂取等により、甲状腺への被ばく線量が高くなりました。一方、今
回の事故では、ストロンチウム90やプルトニウム239の放出がほとんどなく、ヨ
ウ素131は早期に消失し、2016年現在では、主に放射性セシウムの影響について
調査等を行っています。

(参考①)
迅速な対応策が欠如していたため、放射性ヨウ素131に汚染された牛乳を飲んだ子どもや青年

6,000人以上に甲状腺がんが観察され、2005年までに15人が死に至った。周辺の住民に対す
るそれ以外の放射線被ばくに起因しうる健康影響については説得力のある証拠はない。
[UNSCEAR報告書(2008)]

(参考②)
弘前大学が行った福島県地域住民への甲状腺検査の結果、地域住民の甲状腺等価線量(※用語解

説参照) の平均(中央値)は、19歳以下で年間4.2ミリシーベルト、成人で年間3.5ミリシーベルト
であり、チェルノブイリ原発事故の1/100(チェルノブイリ原発事故の避難者の甲状腺等価線量
の平均値は年間490ミリシーベルト[UNSCEAR報告書(2008)])という評価結果もある。

○ 我が国では、住民の避難指示や農産物等の出荷制限など事故後の対応が速やかに
行われ、住民の体内に取り込まれた放射性物質は少量でした。

また、国際的にみて厳しい基準値を設定し、きめ細かな検査の実施等により、基
準値を超える食品が市場に出回ることのないよう取り組んでいます。その結果、内
部被ばく線量は1ミリシーベルトより遙かに低レベルに抑えられています。

○ チェルノブイリ原発事故では、骨に蓄積されやすいストロンチウムや物理学的半
減期(※用語解説参照) が2.4万年のプルトニウムなどの放射性物質も広範囲に放出され
ました。この結果、広域を立入禁止区域としています。東京電力福島第一原発事故
では、こうした核種はほとんど放出されていません。

○ チェルノブイリ原発事故の最大の被害は、放射性物質による健康被害ではなく、
避難等による精神的ストレスであったと、チェルノブイリフォーラム（国連８機関
＜IAEA、WHO等＞）で報告されています。

注１：ヨウ素131とセシウム137のみを対象にしている。（例：180京ベクレル+8.5京ベクレル×40（換算係数）＝520京ベクレル）
注２：2012年２月に原子力安全保安院（当時）から４８京ベクレルという数字も報告されているが、現実に生じた事象かどうか

は確定できていない仮定に基づく試算であるため、本資料では上記の数字を掲載。

注２

（参考２）チェルノブイリ原発事故との比較
【放射性物質の放出量の比較等】
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○ 放射線診療従事者等は放射線測定器を使用して、定期的に外部被ばく（※用語解

説参照）線量を測定しています。

○ 個人線量測定機関協議会の集計（※1）では、医療業種に従事している者(約3９万
人)の約9割は年間被ばく線量が1ミリシーベルト未満であり、残りの約1割は年
間1ミリシーベルト以上の線量を受けています。（このうち、年間５ミリシーベ
ルト以上は約５千人）

○ 放射線診療従事者等は、個人ごとに被ばく線量を測定・記録し、被ばく低減の
ための適切な管理が行われています。

（参考）
日本の法律では、国際放射線防護委員会（ICRP）の1990年勧告(Publ.60)を取り入

れ、線量限度を設けている。ICRPでは、線量限度は“安全”と“危険”の境界線では
なく、これを超えることで個人に対する影響は容認不可と広くみなされるようなレベル
の線量として設定している。日本では、放射線診療従事者等の職業被ばくの線量限度は、
５年間で100ミリシーベルトかつ１年間では50ミリシーベルトが上限。また、女性に
ついては、この限度のほかに3月間につき5ミリシーベルトの限度が定められている。

（参考３）「計画被ばく状況」の事例
【放射線診療従事者等にみる被ばく管理の状況】

＜業種別の被ばく線量＞
（2016年度）

※1 個人線量測定機関協議会のメンバー各社の個人線量サービスを利用し、個人線量を報告した者を集計。

【出典データ】個人線量測定機関協議会

［人］

実効線量
（mSv/年)

一般医療 歯科医療 獣医療 合計

320,338 23,341 15,093 358,772

90.8% 99.3% 99.2% 91.7%

27,327 156 116 27,599
7.8% 0.7% 0.8% 7.1%

3,552 5 5 3,562
1.0% 0.0% 0.0% 0.9%

1,384 3 3 1,390
0.4% 0.0% 0.0% 0.4%

352,601 23,505 15,217 391,323
100% 100% 100% 100%

～1mSv/年

1～5mSv/年

5～10mSv/年

10mSv/年～

合計
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P2 基本

		～１未満 ミマン		288,511				317,752

		～２未満 ミマン		146,899				137,773

		～３未満 ミマン		25,636				21,988

		～４未満 ミマン		1,495				1,564

		～５未満 ミマン		505		463,046		628

		～６未満 ミマン		389				497

		～７未満 ミマン		230				297

		～８未満 ミマン		116				166

		～９未満 ミマン		78				124

		～10未満 ミマン		41		463,900		79

		～11未満 ミマン		36				78

		～12未満 ミマン		30				56

		～13未満 ミマン		13				40

		～14未満 ミマン		12				35

		～15未満 ミマン		6				33

		15以上～ イジョウ		15				310

				464,012		99.98%

						99.79%

		～ 1		288,511				317,752

		～ 2		146,899				137,773

		～ 3		25,636				21,988

		～ 4		1,495				1,564

		～ 5		505		463,046		628

		～ 6		389				497

		～ 7		230				297

		～ 8		116				166

		～ 9		78				124

		～ 10		41		463,900		79

		～ 11		36				78

		～ 12		30				56

		～ 13		13				40

		～ 14		12				35

		～ 15		6				33

		15 ～		15				310

				464,012		99.98%

						99.79%



【機密性2情報】		


～１未満	～２未満	～３未満	～４未満	～５未満	～６未満	～７未満	～８未満	～９未満	～10未満	～11未満	～12未満	～13未満	～14未満	～15未満	15以上～	288511	146899	25636	1495	505	389	230	116	78	41	36	30	13	12	6	15	～ 1	～ 2	～ 3	～ 4	～ 5	～ 6	～ 7	～ 8	～ 9	～ 10	～ 11	～ 12	～ 13	～ 14	～ 15	15 ～	288511	146899	25636	1495	505	389	230	116	78	41	36	30	13	12	6	15	



P7 WBC

		① 測定を実施した自治体

		福島県内全59市町村 ナイ シチョウソン



		② 県外へ避難された方を対象としたホールボディ・カウンタによる内部被ばく検査 ケンガイ ヒナン カタ タイショウ ナイブ ヒ ケンサ

		[常設機関における検査] ジョウセツ キカン ケンサ

		弘前大学医学部附属病院、杜の都産業保健会、東海村産業・情報プラザ、新潟県立がんセンター新潟病院被ばく医療センター、金沢医療センター、大津赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院、広島大学病院、長崎大学病院（2017年３月２８日現在）






		[ホールボディ・カウンタ車による検査] クルマ ケンサ

		福島県では、県外に避難された方が受検できるようホールボディ・カウンタ車を巡回して検査を行っており、現在までに栃木県、山形県、秋田県、岩手県、宮城県、京都府、兵庫県、千葉県、神奈川県、東京都、群馬県、埼玉県、沖縄県、愛知県、長野県、静岡県、岐阜県、山梨県、北海道、岡山県、三重県、鳥取県、大阪府、福岡県、熊本県、佐賀県、高知県、香川県、徳島県、大分県、宮崎県、富山県、島根県、山口県、福井県、奈良県、和歌山県で検査が実施された。（2016年1月27日現在） ミヤギケン グンマケン ミエケン トットリケン クマモトケン コウチケン オオイタケン ミヤザキケン トヤマケン シマネケン ヤマグチケン フクイケン ナラケン ワカヤマ ケン









		③ 測定結果（預託実効線量）　（2017年3月分まで：2017年4月26日発表） ヒ

								2011年6月27日～		2012年2月1日～		合計

								reserved-40939x1F		reserved-42825x1F



				１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満				15,384人		306,335人		321,719人		（ 99.99% ）								１mSv未満 ミマン		321,719 人

				１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				13人		1人		14人		（ 0.00% ）								1～2 mSv		14 人

				２ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				10人		0人		10人		（ 0.00% ）								2～3mSv		10 人

				３ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ				2人		0人		2人		（ 0.00% ）								3mSv以上 イジョウ		2 人

				合　　計				15,409人		306,336人		321,745人		（ 100% ）										321745















		(1)Municipalities governments which conducted the measurements

		All 59 municipalities in Fukushima Prefecture



		(2) To conduct internal exposure inspection by whole body counter intended for the person who has been evacuated to outside the prefecture.

		[The inspection in permanent organization]

		Hirosaki University School of Medicine & Hospital, Morinomiyako Occupational Health Association, Atom World, Niigata Prefecture, National Hospital Organization Kanazawa Medical Center, Japanese Red Cross Otsu Hospital, Ehime University Hospital, Hiroshima University Hospital, and Nagasaki University Hospital (As of January 27, 2016)





		[Whole body counter vehicle]

		Fukushima Prefecture circulates a whole body counter vehicle so that those who have evacuated from the prefecture can take examinations.

		(3) Results (Committed effective doses) (for those conducted until December 2015: Published in January 2016

								June 27, 2011 to		February 1, 2012 to 		Total

								January 31, 2012		January 27, 2016



				～ 1mSv				15,384 persons		306,335 persons		321,719 persons		（ 99.99% ）

				1mSv				13 persons		1 persons		14 persons		（ 0.00% ）

				2mSv				10 persons		0 persons		10 persons		（ 0.00% ）

				3mSv				2 persons		0 persons		2 persons		（ 0.00% ）

				Total				15,409 persons		306,336 persons		321,745 persons		（ 100% ）



















		(1)Local governments which conducted the measurements

		All 59 municipalities in Fukushima Prefecture

		(2) Organizations which implemented the measurements

		Fukushima Prefecture, the National Institute of Radiological Sciences, the Japan Atomic Energy Agency, the Minamisoma City General Hospital, Niigata Prefecture, Hirosaki University School of Medicine & Hospital, the Hiroshima University Hospital, and the Nagasaki University Hospital

		(3) Circulating a whole body counter vehicle and conducting examinations outside Fukushima Prefecture

		Fukushima Prefecture circulates a whole body counter vehicle so that those who have evacuated from the prefecture can take examinations, and examinations were conducted in Tochigi, Yamagata, Akita, Miyagi, Iwate, Kyoto and Hyogo. (As of December 31, 2013)

		(4) Measurement results (Effective doses) (for those conducted in or before December 2013: publicized in February 2014)

						June 27, 2011 to		February 1, 2012 to 		Total (persons)

						January 31, 2012 (persons)		December 31, 2013 (persons)

				Less than 1 mSv		15,384		159,868		175,252 (99.99%)

				1 mSv		13		1		14 (0.01%)

				2 mSv		10		0		10 (0.01%)

				3 mSv		2		0		2 (0.00%)

				Total		15,409		159,869		175,278 (100%)

		*Committed effective doses: one time ingestion on March 12, 2011 is assumed before January 31, 2012, and continued daily ingestion of certain uniform amounts is assumed after February 1, 2012 up to the day before the examination. Internal exposure doses inside human bodies were accumulated for 50 years in case of adults and for the period up to the time when ages become 70 years old in case of children.

		(Source Data) Fukushima Prefecture, “Implementation Status of Internal Exposure Examinations by the Whole Body Counter”





１mSv未満	1～2 mSv	2～3mSv	3mSv以上	321719	14	10	2	

弘前大学医学部附属病院、杜の都産業保健会、アトムワールド、新潟県、金沢医療センター、大津赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院、広島大学病院、長崎大学病院（2015年11月30日現在）



P5 甲状腺

				<甲状腺検査（先行検査）の実施状況＞ コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ ジッシ ジョウキョウ



				判定結果				判定内容		人数（人）		内訳割合（％） ウチワケ

				結果確定数						300,476		100

				Ａ判定		Ａ１		結節やのう胞を認めなかったもの		154,607		51.5		99.2

						Ａ２		5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの		143,575		47.8

				Ｂ判定				5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの		2,293		0.8

				Ｃ判定				甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの		1		0.0

				悪性ないし悪性疑い 116人（手術実施 102人：良性結節1人、乳頭癌100人、低分化癌1人） アクセイ アクセイ ウタガ ヒト シュジュツ ジッシ ヒト リョウセイ ケッセツ ヒト ニュウトウ ガン ヒト テイブンカ ガン ヒト

				＜甲状腺検査（本格検査）の実施状況＞ コウジョウセン ケンサ ホンカク ケンサ ジッシ ジョウキョウ

				判定結果				判定内容		人数（人）		内訳割合（％） ウチワケ

				結果確定数						220,088		100

				Ａ判定		Ａ１		結節やのう胞を認めなかったもの		89,565		40.7		99.2

						Ａ２		5.0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの		128,704		58.5

				Ｂ判定				5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの		1,819		0.8

				Ｃ判定				甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの		0		0

				悪性ないし悪性疑い 51人（手術実施 16人：乳頭癌16人） アクセイ アクセイ ウタガ ヒト シュジュツ ジッシ ヒト ニュウトウ ガン ヒト



				［判定結果の説明］
　・Ａ１、Ａ２判定は次回の検査まで経過観察
　・Ｂ、Ｃ判定は二次検査（二次検査対象者に対しては、二次検査日時、場所を改めて通知して実施）
　※　Ａ２の判定内容であっても、甲状腺の状態等から二次検査を要すると判断した方については、Ｂ判定としています。













P5 甲状腺English



				<Results of Thyroid Ultrasound Examinations：Initial Screening＞

										Criteria		Number of persons		Percentage (%)												Criteria		Number of Persons		Percentage (%)

				Persons whose grade were fixed								300,476		100.0								grade A		A1		No nodules or cysts were found.		134,805		53		99.3

				grade A				A1		No nodules or cysts were found.		154,607		51.5		99.2								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		117,679		46.3

								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		143,575		47.8								grade B				Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		1,795		0.7

				grade B						Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		2,293		0.8								grade C				Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		1		0.0004

				grade C						Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		1		0.0												Total # of People Whose Examination Results were Established		254,280		100

				113 persons had malignancy or suspected



				<Results of Thyroid Ultrasound Examinations：Full-scale Screening>

										Criteria		Number of persons		Percentage (%)

				Persons whose grade were fixed								220,088		100.0

				grade A				A1		No nodules or cysts were found.		89,565		40.7		99.2

								A2		Nodules not larger than  5.0 mm or cysts not larger than 20.0 mm were found.		128,704		58.5

				grade B						Nodules not smaller than 5.1 mm or cysts not smaller than 20.1 mm were found.		1,819		0.8

				grade C						Subsequent examinations were required based on the conditions of thyroid glands.		0		0.0

				39 persons had malignancy or suspected



				(Explanations for the persons diagnosed in each grade)

				・		Follow-ups for those with grade A1 and A2 until next examinations

				・		Subsequent examinations for those with grade B and C (The dates and places of the subsequent examinations will be notified to those who will take the subsequent examinations).


				(Remarks) 

				＊		Grade B was applied to those of grade A2 for whom diagnoses were made that they should take subsequent examinations considering the conditions of their thyroid glands.



																(Source) Health Management Survey Exploratory Committee  (the 22nd meeting)







P6 参考



								青森県（弘前市）								山梨県（甲府市）								長崎県（長崎市）										甲状腺検査（先行検査） コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ								甲状腺検査（本格検査） コウジョウセン ケンサ ホンカク ケンサ

				判定結果 ハンテイ ケッカ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ						人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ				人数（人） ニンズウ ヒト				割合（％） ワリアイ

				Ａ		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4				154,607		298,182		51.5		99.2		89,565		218,269		40.7		99.2

						A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5						143,575				47.8				128,704				58.5

				B				21				1.3				15				1.1				8				0.6						2,293				0.8				1,819				0.8

				C				0				0.0				0				0.0				0				0.0						1				0.0				0				0.0

				（計） ケイ				1,630				100.0				1,366				100.0				1,369				100.0						300,476				100.0				220,088				100.0



				福島県外３県における甲状腺所有見率調査は2012年度実施、福島県県民健康調査甲状腺検査の先行検査は2015年6月30日現在、本格検査は2016年12月31日現在。 フクシマ ケン ソト ケン コウジョウセン ショユウ ミ リツ チョウサ ネンド ジッシ フクシマケン ケンミン ケンコウ チョウサ コウジョウセン ケンサ センコウ ケンサ ネン ガツ ヒ ゲンザイ ホンカク ケンサ ネン ガツ ヒ ゲンザイ







								Aomori Prefecture								Yamanashi Prefecture								Nagasaki Prefecture										Fukushima Prefecture /references

								(Hirosaki City)								(Kofu City)								(Nagasaki City)										Initial Screening								Full-scale inspection

				Grade				Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)						Number of persons				Percentage (%)				Number of persons				Percentage (%)

				A		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4				154,607		298,182		51.5		99.2		89,565		218,269		40.7		99.2

						A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5						143,575				47.8				128,704				58.5

				B				21				1.3				15				1.1				8				0.6						2,293				0.8				1,819				0.8

				C				0				0.0				0				0.0				0				0.0						1				0.0				0				0.0

				(Total)				1,630				100.0				1,366				100.0				1,369				100.0						300,476				100.0				220,088				100.0









																																																		Aomori Prefecture (Hirosaki City)								Yamanashi Prefecture (Koufu City)								Nagasaki Prefecture (Nagasaki City)



																																														Diagnosis Results				# of Persons				Percentage (%)				# of Persons				Percentage (%)				# of Persons				Percentage (%)

																																														　A		A1		670		1,609		41.1		98.7		404		1,351		29.6		98.9		779		1,361		56.9		99.4

																																																A2		939				57.6				947				69.3				582				42.5

																																														　B				21				1.3				15				1.1				8				0.6

																																														　C				0				0				0				0				0				0

																																														(Total)				1,630				100				1,366				100				1,369				100





P1 空間線量率
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2.74	1.04	0.63	0.69	0.46	0.33	0.24	0.25	0.23	0.2	0.2	0.18	0.17	0.15	0.15	












2.74	1.04	0.63	0.69	0.46	0.33	0.24	0.25	0.23	0.2	



P1 空間線量率評

								福島市		会津若松市		いわき市

								県北保健福祉事務所		合同庁舎		合同庁舎

				震災前の平常時				0.04		0.04～0.05		0.05～0.06

				reserved-40634x1F				2.74		0.24		0.66

				41883				1.04		0.13		0.18

				reserved-40969x1F				0.63		0.1		0.17

				41883				0.69		0.1		0.1

				reserved-41334x1F				0.46		0.07		0.09

				41883				0.33		0.07		0.09

				reserved-41699x1F				0.24		0.07		0.08

				41883				0.25		0.07		0.08

				reserved-42064x1F				0.23		0.06		0.07

				41883				0.20		0.06		0.07

				reserved-42430x1F				0.20		0.06		0.07

				41883				0.18		0.06		0.07

				reserved-42795x1F				0.17		0.06		0.07

				41883				0.15		0.05		0.06

				reserved-43160x1F				0.15		0.05		0.07



								Fukushima City		Aizuwakamatsu City		Iwaki City

								North area Public Health and Welfare Office		Government Office Complex		Government Complex

				Normal Value before the Great Earthquake				0.04		0.04～0.05		0.05～0.06

				April 1, 2011				2.74		0.24		0.66

				September 1, 2011				1.04		0.13		0.18

				March 1, 2012				0.63		0.1		0.17

				September 1, 2012				0.69		0.1		0.1

				March 1, 2013				0.46		0.07		0.09

				September 1, 2013				0.33		0.07		0.09

				March 1, 2014				0.24		0.07		0.08

				September 1, 2014				0.25		0.07		0.08

				March 1, 2015				0.24		0.06		0.07

				September 1, 2015				0.20		0.06		0.07



【機密性2情報】		




P3 Sheet1

								測定時期 ソクテイ ジキ		対象 タイショウ		測定数 ソクテイスウ		1mSv以上数 イジョウ スウ

				郡山市 コオリヤマシ		2014年度						7981		33		0.41%

						2013年度						15962		213		1.33%

						2012年度						11257		1052		9.35%

				福島市 フクシマ シ		2014年度						46436		2056		4.43%

						2013年度						10100		659		6.52%

						2012年度						16233		5		0.03%

				須賀川市 スカガワ シ		2014年度						5950		32		0.54%

						2013年度						7193		154		2.14%

						2012年度						8015		636		7.94%

						2011年度						11471		2991		26.07%

				南相馬市 ミナミソウマシ		2014年度						6942		1033		14.88%

						2013年度						8652		2007		23.20%

				白河市 シラカワシ		2014年度						14626		42		0.29%

						2013年度						16910		68		0.40%

						2012年度						17576		269		1.53%

						2011年度						19463		2297		11.80%

				伊達市 ダテシ		2014年度						21080		5502		26.10%

						2014年度						52783		17788		33.70%

				二本松市 ニホンマツシ		2014年度						5643		564		9.99%

						2014年度						6032		1122		18.60%

				相馬市 ソウマシ		2014年度						2051		2		0.10%

						2014年度						3173		8		0.25%

						2014年度						4135		125		3.02%

						2014年度						4010		556		13.87%

				国見町 クニミマチ		2014年度						383		2		0.52%

						2014年度						501		6		1.20%





P8 食品

		食品中の放射性物質の検査結果について（平成24～平成28年度） ショクヒン ナカ ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ ヘイセイ ヘイセイ ネンド



		品 目		震災以降、2011年度末まで シンサイ イコウ ネンド スエ						2012年度 ネンド						2013年度 ネンド						2014年度 ネンド						2015年度 ネンド						2016年度 ネンド

				基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ		基準値
超過点数 キジュン アタイ チョウカ テンスウ		超過割合 チョウカ ワリアイ		検査点数 ケンサ テンスウ



		米		592		2.2%		26,464		84		0.0008%		1038万 マン		28		0.0003%		1104万 マン		2		0.00002%		1102.0		0		0%		1050.0		0		0%		1050.0



		麦		27		4.8%		557		0		0%		1,818		0		0%		592		0		0%		383		0		0%		323		0		0%		323



		豆 類		16		2.3%		689		63		1.1%		5,962		21		0.4%		5,167		4		0.12%		3,459		0		0%		1,813		0		0%		1,813



		野 菜 類		385		3.0%		12,671		5		0.03%		18,570		0		0%		19,657		0		0%		16,712		0		0%		12,205		0		0%		12,205



		果 実 類		210		7.7%		2,732		13		0.3%		4,478		0		0%		4,243		0		0%		3,302		0		0%		2,783		0		0%		2,783



		茶		192		8.6%		2,233		13		1.5%		867		0		0%		447		0		0%		206		0		0%		127		0		0%		127



		その他地域特産物		16		3.2%		498		14		0.5%		3,094		0		0%		1,618		0		0%		1,049		1		0.1%		723		1		0.1%		723



		原 乳		8		0.4%		1,919		0		0%		2,421		0		0%		2,040		0		0%		1,846		0		0%		1,414		0		0%		1,414



		肉・卵
（野生鳥獣肉除く） ニク タマゴ ヤセイ チョウジュウ ニク ノゾ		1058		1.3%		79,181		4		0.003%		154,866		0		0%		194,945		0		0%		188,304		0		0%		225,911		0		0%		225,911



		牛肉 ギュウニク		2(6)		0.0032%		187,176		2(6)		0.0032%		187,176		0		0%		208,477 ※		0		0%		3,266		0		0%		3,266		0		0%		3,266



		豚肉・鶏肉・卵等
（野生鳥獣肉除く） ブタニク トリニク タマゴ ナド		2		0.09%		2,174		2		0.09%		2,174		0		0%		447		0		0%		198		0		0%		198		0		0%		198



		野生鳥獣肉 ヤセイ チョウジュウ ニク		1204		0.9%		137,037		2372		0.9%		278,275		1025		0%		335,860		435		0.1%		292,061		435		0.1%		292,061		435		0.1%		292,061



		きのこ・山菜類		779		20.2%		3,856		605		9.2%		6,588		194		2.6%		7,581		103		1.2%		8,557		87		1.0%		8,433		87		1.0%		8,433



		水 産 物		1,476		17.2%		8,576		1,093		5.6%		19,565		302		1.5%		20,695		100		0.5%		20,922		14		0.07%		18,801		14		0.07%		18,801



		厚生労働省及び自治体等が公表したデータ等に基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県の検査結果。水産物については全国を集計。米、豆類は生産年度で集計。
比較のため、平成26年度現在の基準値に揃えて超過点数を計上。

		※ 畜産物の括弧内は、牛肉の暫定基準値500Bq/kgでは基準値超過とならない100Bq/kgの4件を含む件数。 チクサンブツ カッコ ナイ ギュウニク ザンテイ キジュン アタイ キジュン アタイ チョウカ ケン フク ケンスウ





		【出所】食品衛生法に基づく放射性物質の検査結果の厚生労働省の公表結果
　　　　 厚生労働省の公表資料を基に、農林水産省で品目別に整理をした結果の公表 シュッショ ショクヒン エイセイホウ モト ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ シリョウ モト ノウリン スイサンショウ ヒンモク ベツ セイリ ケッカ コウヒョウ

		Inspection results（FY2011～2014）



		Food item		From the accident
 to the end of FY2011						FY2012						FY2013						FY2014

				No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples		No. of samples		Percentage of		 Total number of samples

				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding				 exceeding the		samples exceeding

				limit		the limit				limit		the limit				limit		the limit				limit		the limit

		Rice		592		2.2%		26,464		84		0.0008%		10.38 millions		28		0.0003%		11.04 millions		2		0.00002%		11.01 millions



		Wheat		27		4.8%		557		0		0%		1,818		0		0%		592		0		0%		383



		Pulse		16		2.3%		689		63		1.1%		5,962		21		0.4%		5,167		4		0.12%		3,459



		Vegitables		385		3.0%		12,671		5		0.03%		18,570		0		0%		19,657		0		0%		16,712



		Fruits		210		7.7%		2,732		13		0.3%		4,478		0		0%		4,243		0		0%		3,302



		Tea		192		8.6%		2,233		13		1.5%		867		0		0%		447		0		0%		206



		Other cultivated plants		16		3.2%		498		14		0.5%		3,094		0		0%		1,618		0		0%		1,049



		Raw Milk		8		0.4%		1,919		0		0%		2,421		0		0%		2,040		0		0%		1,846



		Meat and eggs (excluding wild meat)		1058		1.3%		79,181		4		0.003%		154,866		0		0%		194,945		0		0%		188,304



		牛肉 ギュウニク		2(6)		0.0032%		187,176		2(6)		0.0032%		187,176		0		0%		208,477 ※		0		0%		3,266



		豚肉・鶏肉・卵等
（野生鳥獣肉除く） ブタニク トリニク タマゴ ナド		2		0.09%		2,174		2		0.09%		2,174		0		0%		447		0		0%		198



		野生鳥獣肉 ヤセイ チョウジュウ ニク		1204		0.9%		137,037		2372		0.9%		278,275		1025		0%		335,860		435		0.1%		292,061



		Mushrooms and wild plants		779		20.2%		3,856		605		9.2%		6,588		194		2.6%		7,581		103		1.2%		8,557



		Fish products		1,476		17.2%		8,576		1,093		5.6%		19,565		302		1.5%		20,695		100		0.5%		20,922



		厚生労働省及び自治体等が公表したデータ等に基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県の検査結果。水産物については全国を集計。米、豆類は生産年度で集計。
比較のため、平成26年度現在の基準値に揃えて超過点数を計上。

		※ 畜産物の括弧内は、牛肉の暫定基準値500Bq/kgでは基準値超過とならない100Bq/kgの4件を含む件数。 チクサンブツ カッコ ナイ ギュウニク ザンテイ キジュン アタイ キジュン アタイ チョウカ ケン フク ケンスウ





		【出所】食品衛生法に基づく放射性物質の検査結果の厚生労働省の公表結果
　　　　 厚生労働省の公表資料を基に、農林水産省で品目別に整理をした結果の公表 シュッショ ショクヒン エイセイホウ モト ホウシャセイ ブッシツ ケンサ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ ケッカ コウセイ ロウドウショウ コウヒョウ シリョウ モト ノウリン スイサンショウ ヒンモク ベツ セイリ ケッカ コウヒョウ





P9 預託実効線量

		地域 		放射線量 		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 				(ミリシーベルト/年) 

		福島県(浜通り） 		0.0009		埼玉県 		0.0007

		福島県(中通り） 		0.0010		東京都 		0.0008

		福島県(会津） 		0.0010		神奈川県 		0.0008

		北海道 		0.0007		新潟県 		0.0007

		岩手県 		0.0010		大阪府 		0.0007

		宮城県 		0.0008		高知県 		0.0006

		茨城県 		0.0008		長崎県 		0.0007

		栃木県 		0.0011



		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 

		北海道 		0.0007

		岩手県 		0.001

		宮城県 		0.0008

		福島県(浜） 		0.0009

		福島県(中） 		0.001

		福島県(会） 		0.001

		茨城県 		0.0008

		栃木県 		0.0011

		埼玉県 		0.0007

		東京都 		0.0008

		神奈川県 		0.0008

		新潟県 		0.0007

		大阪府 		0.0007

		高知県 		0.0006

		長崎県 		0.0007



		地域 		放射線量 

				(ミリシーベルト/年) 

		Hokkaido		0.0007

		Iwate		0.001

		Miyagi		0.0008

		Hamadōri		0.0009

		Nakadōri		0.001

		Aizu		0.001

		Tochigi		0.0008

		Ibaraki		0.0011

		Saitama		0.0007

		Tokyo		0.0008

		Kanagawa		0.0008

		Niigata		0.0007

		Ōsaka		0.0007

		Kōchi		0.0006

		Nagasaki		0.0007



北海道 	岩手県 	宮城県 	福島県(浜） 	福島県(中） 	福島県(会） 	茨城県 	栃木県 	埼玉県 	東京都 	神奈川県 	新潟県 	大阪府 	高知県 	長崎県 	6.9999999999999999E-4	1E-3	8.0000000000000004E-4	8.9999999999999998E-4	1E-3	1E-3	8.0000000000000004E-4	1.1000000000000001E-3	6.9999999999999999E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	5.9999999999999995E-4	6.9999999999999999E-4	





Hokkaido	Iwate	Miyagi	Hamadōri	Nakadōri	Aizu	Tochigi	Ibaraki	Saitama	Tokyo	Kanagawa	Niigata	Ōsaka	Kōchi	Nagasaki	6.9999999999999999E-4	1E-3	8.0000000000000004E-4	8.9999999999999998E-4	1E-3	1E-3	8.0000000000000004E-4	1.1000000000000001E-3	6.9999999999999999E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	6.9999999999999999E-4	6.9999999999999999E-4	5.9999999999999995E-4	6.9999999999999999E-4	







P3 ☆個人線量計

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ

														自治体からの公表数値もないので人数は削除 ジチタイ コウヒョウ スウチ ニンズウ サクジョ

																小数点以下一桁に変更 ショウスウテン イカ ヒト ケタ ヘンコウ																														直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



				自治体 ジチタイ				測定期間 ソクテイ キカン		対象 タイショウ		測定人数
（Ａ） ソクテイ ヒト スウ		1mSv/年以上の人数
（Ｂ） ネン イジョウ ニンズウ		1mSv/年以上の人数の比率
（Ｂ）÷（Ａ） ニンズウ ヒリツ		年間個人線量
（平均）
[mSv/年] ネンカン コジン センリョウ ヘイキン トシ																												A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

				いわき市		333,802		2011年11月～2012年1月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		31,235		477		1.5%		0.44																												5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

				郡山市 コオリヤマシ		326808		2017年11月～2018年1月		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		5,268		0		0.0%		0.19

								2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		未就学児童及び妊婦 ミシュウガク ジドウ オヨ ニンプ		7,142		13		0.2%		0.319

								2012年5月～7月		未就学児童及び妊婦		7,847		3,556		45.3%		1.00

						326808		2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		3,960		0		0.0%		0.16

								2015年6月～9月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		4,816		7		0.1%		0.31

						326808		2011年10月～11月 ネン		小中学生 ショウチュウガクセイ		25,551		17,188		67.3%		1.3

				福島市 フクシマシ				2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		2,340						0.12

								2016年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		820						0.12

								2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		5,973						0.2

								2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		8,616						0.32

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		10,100		659		6.5%		0.44

								2012年11月～2013年1月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイイカ		16,223		1,830		11.3%		0.56

								2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び15歳以下の子ども ニンプ オヨ サイイカ		36,767						1.04

								2017年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		4,854		27		0.6%		0.16

								2016年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		3,062		27		0.9%		0.2

								2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		24,667		427		1.7%		0.28

								2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		46,436		2,056		4.4%		0.44

				会津若松市 アイヅワカマツシ				2012年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		4,781		1		0.0%		0.18

						123,790		2011年12月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,679		12		0.1%		0.30

				須賀川市 スカガワシ		78299		2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		5,950		32		0.5%		0.36																												267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

								2011年9月～11月 ネン ツキ ガツ		18歳以下の子ども サイ イカ		11,461		2,991		26.1%		0.84

				南相馬市 ミナミソウマシ		64539		2017年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,381		150		2.8%		0.36																												11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

								2016年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,786		183		3.2%		0.40

								2015年4月～6月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		5,582		297		5.3%		0.40

								2013年6月～8月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		9,619		2,262		23.5%		0.80

				伊達市 ダテシ		63755		2014年7月～2015年6月 ネン ガツ ネン ガツ		15歳以下の子ども サイ イカ コ		5,309		183		3.4%		0.38																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

						63755		2014年7月～2015年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		12,912		2,022		15.7%		0.59																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

								2013年7月～2014年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		21,080				26.1%		0.76

						63,755		2012年7月～2013年6月 ネン ツキ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		52,783		17,811		33.7%		0.89																												340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

				白河市 シラカワシ		63186		2016年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		1,652		0		0.0%		0.20																												188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

								2015年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,966		2		0.1%		0.20

								2014年7月～9月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		7,016		25		0.4%		0.28

								2013年7月～10月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,367		43		0.5%		0.32

								2012年7月～10月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		8,818		219		2.5%		0.44

						63,186		2011年8月～10月 ネン ガツ ガツ		妊婦及び中学生以下の子ども ニンプ オヨ チュウガクセイ イカ		9,737		1,509		15.5%		0.72																												188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

				二本松市 ニホンマツシ		57673		2017年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,413						0.41																												295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

								2016年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,832				1.8%		0.47

								2015年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,803				4.0%		0.55

								2014年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		5,643				10.0%		0.66

								2013年5月～7月 ネン ガツ ガツ		年齢を限らない全市民		6,032				18.6%		0.72

						57,673		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		女性、乳幼児から高校生相当 ジョセイ ニュウヨウジ コウコウセイ ソウトウ		8,725				79.9%		1.53																												295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

				喜多方市 キタカタシ				2013年6月～2014年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民 ネンレイ カギ ゼンシミン		2,560		0		0.0%		0.028

						50,829		2012年6月～2013年3月 ネン ガツ ネン ガツ		年齢を限らない全市民		3,340		0		0.0%		0.054

				相馬市 ソウマシ		35985		2015年9月～11月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,949		0		0.0%		0.27																												1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

								2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,010		556		13.9%

				本宮市 モトミヤシ		30857		2015年6月～8月 ネン ガツ ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		3,125						0.32

						30,857		2011年9月～11月 ネン ガツ		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		4,745		2,603		54.9%		1.09

				西郷村 ニシゴウ ムラ				2014年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,365		4		0.2%

								2013年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども		2,375		19		0.8%

								2012年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,493		104		4.2%

						19,959		2011年9月～11月 ネン ガツ ガツ		中学生以下の子ども チュウガクセイ イカ		2,879		648		22.5%

				矢吹町 ヤブキマチ		17,769		2011年10月～12月 ネン ガツ ガツ		小中学生 ショウチュウガクセイ		1,484		2		0.1%		0.31																												72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

				桑折町 クワ オ マチ				2014年8月～2015年1月		年齢を限らない全村民【広報で周知】 ムラ コウホウ シュウチ

						12469		2013年8月～2014年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		633				1.0%		0.4																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

						12,469		2012年8月～2013年1月 ネン ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		1,050				8.3%		0.6																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				小野町 オノマチ				2015年9月～11月		高校生以下の子ども		377		0		0.0%		0.22						2012年9月 (※NORM) ネン ガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		730						0.85

								2012年9月		高校生以下の子ども		730		0		0.0%		0.25						2015年9月～11月 ネン ガツガツ		高校生以下の子ども コウコウセイ イカ コ		377		0		0.0%		0.22

				国見町 クニミマチ		9800		2013年8月～10月 ネン		妊婦、乳幼児から中学生 ニンプ ニュウヨウジ チュウガクセイ		501		6		1.2%		0.34																												53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				平田村 ヒラタ ムラ		6,656		2011年10月～11月 ネン		15歳以下の子ども サイイカ		884		5		0.6%																														53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

				鮫川村 サメカワ ムラ		3,859		2011年10月～2012年2月 ネン ガツ ネン ガツ		妊婦、乳幼児から高校中学生相当 ニンプ ニュウヨウジ コウコウ チュウガクセイ ソウトウ		511		1		0.2%		0.336																												5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																										2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																														0.4166666667

		福島県内における個人被ばく線量測定事業の結果概要まとめ ヒ ソクテイ



																																														直近属性 チョッキン ゾクセイ				最直近[mSv/y] サイ チョッキン								参考[mSv/y] サンコウ								除染実施状況(H27.3末) ジョセン ジッシ ジョウキョウ マツ								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド



																								Municipalities				Measurement Period		Persons Monitoerd		Number of people
(Ａ)		Number of people over 1mSv/year (Ｂ)		Percentage
(Ｂ) ÷ (Ａ) [％]		Average Annual Individual Dose
[mSv/year]								A)県外避難者数 ケンガイ ヒナンシャ スウ		B)人口 ジンコウ		C)1m以上数 イジョウ スウ		D)測定数 ソクテイスウ		E) 1mSv以上比
(C/D) イジョウ ヒ		F)測定期 ソクテイ キ		G)平均値 ヘイキンチ						H)最大値 サイダイチ		I)宅地除染進捗率 タクチ ジョセン シンチョクリツ		J)宅地除染終了時期 タクチ ジョセン シュウリョウ ジキ		線量計の配布対象者 センリョウケイ ハイフ タイショウシャ		自治体 ジチタイ		測定期 ソクテイ キ		1m比 ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		超過比 チョウカ ヒ		1m以上数		測定者数 ソクテイシャ スウ		測定期		1m比		1m以上数		測定者数		測定期		1m比		1m以上数		測定者数

																								Iwaki City		333,802		November 2011 to January 2012		Junior high school students or younger		31,235		477		1.53%		0.44								5,174		325,914		1,449		31,235		4.6%		H23.11		0.44		13,743		31,235				24.5		H29.3		年齢を限らない全住民		いわき市 シ																										H23.11～H24.1		4.6%		1449		31235

																								Koriyama City		326808		June to September 2015		Infants and pregnant women		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																												May to July 2012		Infants and pregnant women		5,268		0		0.00%		0.19

																										326808		June to September 2015		Elementary school and junior high school students		3,960		0		0.00%		0.16

																												October to Nobember 2011		Elementary school and junior high school students		25,551		17,188		67.3%		1.33

																								Fukushima City		284948		September to November 2014		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																												September to November 2013		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																												September to November 2012		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										284,948		September to November 2011		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!								2,607		283,066		2,056		46,436		4.43%		H26.9		0.44		20,432		46,436				60.3		H28.9（除染全体）		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		福島市 フクシマシ		H26.9～11		4.43%		2056		46,436		H25.9～11		6.52%		659		10,100		H24.1～H25.1		0.03%		5		16,233

																												September to November 2014		All citizens		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																								Aizuwakamatsu City				July to September 2012		Junior high school students or younger		4,781		1		0.02%		0.18

																										123,790		November 2011 to Febrary 2012		Junior high school students or younger		8,679		12		0.14%		0.30

																								Sukagawa City		78299		September to November 2014		Applicants not older than 18years		5,950		32		0.54%		0.36								267		76,898		154		7,193		2.1%		H25.9		0.36		2,589		7,193		1.86		45.7		H28.3		乳幼児から高校生 ニュウヨウジ コウコウセイ		須賀川市 スカガワシ		H26.9～11		0.54%		32		5950		H25.9～11		2.14%		154		7193		H24.9～11		7.94%		636		8015		H23.9～11		26.1%		2991		11461

																												September to Nobember 2011		Applicants not older than 18years		11,461		2,991		26.10%		0.84

																								Minamisoma City		64539		April to June 2015		All citizens		5,381		150		2.79%		0.4								11,988		63,444		1,033		6,942		14.9%		H26.6		0.60		4,165		6,942		2		24.1		H29.3		年齢を限らない全住民 ネンレイ カギ ゼン		南相馬市 ミナミソウマシ		H26.6～8		14.9%		1,033		6,942		H25.12～H26.2		23.2%		2,007		8,652

																												June to August 2013		All citizens		9,619		2,262		23.52%		0.8

																								Date City		63755		July 2014 to June 2015		All citizens		5,309		183		3.4%		0.38								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																												July 2014 to June 2015		Applicants not older than 15years		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										63,755		Jury 2012 to June 2013		All citizens		52,783		17,811		33.7%		0.89								340		61,947		5,502		21,080		26.1%		H25.7		0.76		16,021		21,080				77.0		H28.3		年齢を限らない全住民		伊達市 ダテシ		H25.7～H26.6		26.1%		5,502		21,080		H24.7～H25.6		33.7%		17,788		52783

																								Shirakawa City		63186		July to September 2014		Junior high school students or younger		1,652		0		0.00%		0.2								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																												July to October 2012		Junior high school students or younger		8,818		219		2.48%		0.44

																										63,186		August to October 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		9,737		1,509		15.5%		0.72								188		62,662		42		14,626		0.29%		H26.7		0.32		4,680		14,626		1.6		45.4		H29.3		乳幼児から中学生 ニュウヨウジ チュウガクセイ		白河市 シラカワシ		H26.7～12		0.29%		42		14626		H25.10～1		0.40%		68		16910		H24.7～H25.9		1.5%		269		17576		H23.8～H24.1		11.8%		2297		19463

																								Nihonmatsu City		57673		May to July 2014		Infants to highschool students and women		5,413						0.41								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																										57,673		September to November 2011		Infants to highschool students and women		8,725						1.53								295		56,183		564		5,643		10.0%		H26.5		0.66		3,724		5,643		5.22		72.8		H28.3		中学生以下と妊婦、高校生以上（希望者） チュウガクセイ イカ ニンプ コウコウセイ イジョウ キボウシャ		二本松市 ニホンマツシ		H26.5～7		10.0%		564		5643		H25.5～7		18.6%		1,122		6032

																								Kitakata City				June 2013 to March 2014		All citizens		2,560		0		0.0%		0.028

																										50,829		June 2012 to March 2012		All citizens		3,340		0		0.0%		0.054

																								Soma City		35985		September to Nobember 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		1,949		0		0.00%										1,003		35,462		8		3,173		0.25%		H25.5		0.65		2,062		3,173		1.50		19.7		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		相馬市 ソウマシ		H26.9～11		0.1%		2		2051		H25.5～7		0.25%		8		3,173		H24.7～9		3.02%		125		4,135		H23.10～12		13.87%		556		4010

																												October to Decrmber 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,010		556		13.87%

																								Motomiya City		30857		June to August 2015		Infants to junior highschool students and pregnant women		3,125						0.32

																										30,857		September to November 2011		Infants to junior highschool students and pregnant women		4,745		2,603		54.86%		1.09

																								Nishigo Village				September to November 2014		Junior high school students or younger		2365		4		0.17%

																												September to November 2013		Junior high school students or younger		2375		19		0.80%

																												September to November 2012		Junior high school students or younger		2,493		104		4.17%

																										19,959		September to November 2011		Junior high school students or younger		2,879		648		22.51%

																								Yabuki Town		17,769		October to December 2011		Elementary school and junior high school students		1,484		2		0.13%		0.31								72		17,903		2		1,484		0.13%		H23.10		0.31		460		1,484		1.32		23.8		H28.3		年齢を限らない全住民		矢吹町 ヤブキマチ																										H23.10～H23.12		0.13%		2		1484

																								Koori Town		12469		August 2013 to January 2014		Junior high school students or younger		633		0		1.00%		0.4								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																										12,469		August 2012 to January 2013		Junior high school students or younger		1,050		0		8.30%		0.6								53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Ono Town				September to November 2015		High school students or younger		377		0		0		0.22

																												September 2012		High school students or younger		730		0		0		0.25

																								Kunimi Town		9800		August to October 2013		Junior high school students or younger		501		6		1.2%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Hirata Village		6,656		October to November 2011		Applicants not older than 15years		884		5		0.57%										53		12,062		6		633		0.9%		H25.8		0.40		253		633				99.7		H26.12		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		桑折町 クワ オ マチ										H25.8～H26.1		0.9%		6		633

																								Samegawa Village		3,859		October 2011 to Febrary 2012 		Infants to highschool students and pregnant women		511		1		0.2%		0.336								5		3,650		1		511		0.20%		H23.10		0.34		172		511		1.08		100.0		H28.3		乳幼児、小中学生、妊婦 ニュウヨウジ ショウチュウガクセイ ニンプ		鮫川村 サメカワ ムラ																										H23.10～H24.2		0.20%		1		511



				合計値 ゴウケイ アタイ																																										2,070		280,291		1,205		33,612		3.6%				0.47



		・		県外避難者数：県外避難有効発信数（福島県調べ）より引用

														1040				99.05%

														1041				99.14%																														0.4166666667

																												September 2012 (※NORM)		High school students or younger		0						0

																												September to November 2013		High school students or younger		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.00





Sheet2

		福島市		284948

		会津若松市		123790

		郡山市		326808

		いわき市		333802

		白河市		63186

		須賀川市		78299

		喜多方市		50829

		相馬市		35985

		二本松市		57673

		田村市		39484

		南相馬市		64539

		伊達市		63755

		本宮市		30857

		桑折町		12469

		国見町		9800

		川俣町		14732

		大玉村		8506

		鏡石町		12879

		天栄村		6065

		下郷町		6234

		檜枝岐村		603

		只見町		4670

		南会津町		17230

		北塩原村		3030

		西会津町		7097

		磐梯町		3692

		猪苗代町		15451

		会津坂下町		17000

		湯川村		3349

		柳津町		3738

		三島町		1820

		金山町		2292

		昭和村		1383

		会津美里町		21913

		西郷村		19959

		泉崎村		6711

		中島村		5216

		矢吹町		17769

		棚倉町		14820

		矢祭町		6233

		塙町		9486

		鮫川村		3859

		石川町		16578

		玉川村		6992

		平田村		6656

		浅川町		6856

		古殿町		5895

		三春町		18017

		小野町		10923

		広野町		5148

		楢葉町		7448

		富岡町		14111

		川内村		2739

		大熊町		10849

		双葉町		6354

		浪江町		19084

		葛尾村		1489

		新地町		7969

		飯舘村		6317





P22 業種別実効線量



				実効線量
（mSv/年) ジッコウ センリョウ ネン		一般医療 イッパン イリョウ		歯科医療 シカイ リョウ		獣医療 ケモノ イリョウ		合計 ゴウケイ

				～1mSv/年 ネン		320,338		23,341		15,093		358,772

						90.8%		99.3%		99.2%		91.7%

				1～5mSv/年 ネン		27,327		156		116		27,599

						7.8%		0.7%		0.8%		7.1%

				5～10mSv/年 ネン		3,552		5		5		3,562

						1.0%		0.0%		0.0%		0.9%

				10mSv/年～ ネン		1,384		3		3		1,390

						0.4%		0.0%		0.0%		0.4%

				合計 ゴウケイ		352,601		23,505		15,217		391,323

						100%		100%		100%		100%





				Effective Dose
（mSv/year)		General Medicine		Dental Care		Veterinary Care		Total

				～1mSv/year		320,338		23,341		15,093		358,772

						90.8%		99.3%		99.2%		91.7%

				1～5mSv/year		27,327		156		116		27,599

						7.8%		0.7%		0.8%		7.1%

				5～10mSv/year		3,552		5		5		3,562

						1.0%		0.0%		0.0%		0.9%

				10mSv/year～		1,384		3		3		1,390

						0.4%		0.0%		0.0%		0.4%

				Total		352,601		23,505		15,217		391,323

						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%







P22 放出



				放出した放射性物質 
【　】内は物理学的半減期 ナイ ブツリ ガク テキ ハンゲンキ		福島第一原子力発電所 フクシマ ダイイチ ゲンシリョク ハツデンショ		チェルノブイリ原子力発電所 ゲンシリョク ハツデンショ		チェルノブイリ原子力発電所
／福島第一原子力発電所 ゲンシリョク ハツデンショ フクシマ ダイイチ ゲンシリョク ハツデンショ

				総放出量（ヨウ素換算）注１ チュウ		　　　77　注２ チュウ		520		6.8

				ヨウ素131【8日】 		16		180		11.3

				セシウム134【2年】 		1.8		4.4		2.4

				セシウム137【30年】 		1.5		8.5		5.7

				ストロンチウム90【29年】 		0.014		0.8		57

				プルトニウム239【2.4万年】 		0.0000003		0.003		10,000







【機密性2情報】		




P14 世界放射線



				地域・国 チイキ クニ				実効線量　[ミリシーベルト/年] ジッコウ センリョウ ネン

				地域 チイキ		国 クニ		1.5未満		1.5～3.0		3.0～5.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　		5.0～7.0　		7.0～10.0		10以上

				東アジア		日本		6,021		6,455

						中国(香港)				550		93		6		1

						マレーシア		1,249		424

				北ヨ―ロッパ		デンマーク				360		130		25		8		2

						フィンランド		22		341		100		24		15		12

						リトアニア		168		162		36		4		2		1

				西ヨ―ロッパ		ベルギ―		28		780		184		22		5		3

						オランダ		1,402		148		8

				東ヨ―ロッパ		ブルガリア				704		184

						ハンガリ―		56		543		269		102		35		15

						ルーマニア				1,337		826		107

						ロシア		8,094		5,203		971		271		147		124

				ヨ―ロッパ		アルバニア		5		270		60		15

						イタリア		15		4,093		1,200		320		80		20

						ポルトガル		365		407		156		15

				割合				39%		48%		9%		2%		1%		1%





																								国		屋内ラドン濃度		年間実効線量

																										[ベクレル/m3]		[ミリシーベルト/年]

																								モンテネグロ		184		4.6

																								フィンランド		120		3

																								チェコ		118		3

																								ルクセンブルグ		110		2.7

																								スウェーデン		108		2.7





																																地域・都市		屋外の平均空間線量		地域の特徴

																																		[ミリシーベルト/年]

																																インド/		　　９．２　（５．２～３２．３）		モザナイト砂海岸地域

																																ケララ、チェンナイ（旧マドラス）

																																中国/		　　２．３		モザナイト砂海岸地域

																																広東省陽江

																																イラン/		　　４．７　（０．４９～６１３）		泉水

																																ラムサール
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P13 日常線量

		5		診断 シンダン				0.6				3.87

		4		ラドン・トロン*		1.26				0.48

		3		食品 ショクヒン		0.29				0.99

		2		宇宙 ウチュウ		0.39				0.3

		1		大地 ダイチ		0.48				0.33

		5		Diagnosis				0.6				3.87

		4		Radon and
 Thoron*		1.26				0.48

		3		Food		0.29				0.99

		2		Space		0.39				0.3

		1		Ground		0.48				0.33



診断	[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]

0.6	3.87	ラドン・トロン*	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

1.26	0.48	食品	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.28999999999999998	0.99	宇宙	[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]

0.39	0.3	大地	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.48	0.33	


Diagnosis	[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]
[系列名]
[値]

0.6	3.87	Radon and	
 Thoron*	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

1.26	0.48	Food	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.28999999999999998	0.99	Space	[系列名]
[値]
[系列名]
 [値]

0.39	0.3	Ground	[系列名]
 [値]
[系列名]
 [値]

0.48	0.33	


***
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						日本		コーデックス		EU（域内の		アメリカ

						(2012. 4～）		委員会(※3)		流通品）

				飲料水		10		1000		1000		1200

				牛乳		50		1000		1000		1200

				一般食品		100		1000		1250		1200

				乳児用食品		50		1000		400		1200







初期甲状腺

				予防的避難区域 ヨボウテキ ヒナン クイキ		計画的避難区域 ケイカクテキ ヒナン クイキ

		成人、20歳 セイジン サイ		7.2～34		16～35

		小児、10歳 ショウニ サイ		12～58		27～58

		幼児、1歳 ヨウジ サイ		15～82		47～83
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外部被ばくと内部被ばく
（続き）

○ 外部被ばくと内部被ばくの違いは、放射線を発する線源が存在する場
所の違いであり、体が放射線を受けるという点では同じです。

○ また、同じ値の実効線量であれば、受ける影響も同じですが、外部被
ばくでは透過力の大きいγ線、Ｘ線が、内部被ばくでは透過力の小さい
α線、β線の寄与が大きくなります。

＜外部被ばくと内部被ばく＞

外部被ばく

浮遊物

地表

表面汚染

傷

呼吸

肺

食事

内部被ばく

放射性物質

＊ 被ばくした人から放射線がうつるといった誤解がまれにありますが、
放射線はウイルスのように人から人にうつることはありませんし、ばい菌
のように増殖もしません。

31



 
 

「

T1402048／放射線リスクに関する修正.indd 29 2014/06/03 19:53:47

32



T1402048／放射線リスクに関する修正.indd 30 2014/06/03 19:53:48

33



T1402048／放射線リスクに関する修正.indd 31 2014/06/03 19:53:49

34



T1402048／放射線リスクに関する修正.indd 32 2014/06/03 19:53:56

35



同じ線量を多数の人が被ばくしたとき、全体の１%の人に症状が
現れる線量を「しきい線量」としている。（ICRP2007年勧告）

一定の線量以下では、喫煙や飲酒といった他の発がん影響が大
きすぎて見えないが、ICRP等ではそれ以下の線量でも影響は
あると仮定して、放射線防護の基準を定めることとしている。

確定的影響
（脱毛・白内障・皮膚障害等）

確率的影響
（がん・白血病等）

0

影
響
の
現
れ
る
頻
度

影響なし

線量
0

線量

自然発生率

影
響
の
現
れ
る
頻
度

○ 放射線の人体への影響には、影響が生じるメカニズムの違いにより、
｢確定的影響｣(※1)と｢確率的影響｣があります。

○ 確定的影響は、臓器や組織を構成する細胞が大量に死んだり、変性し
たりすることで起こる症状で、脱毛、白内障、皮膚障害などがこれにあ
たります。細胞死があるレベルに達するまでは、生存している細胞が臓
器や組織の機能を代替するため、症状が現れませんが、そのレベルを超
えると影響が生じることから確定的影響と呼ばれています。

○ 確定的影響の特徴は、これ以下なら影響が生じない、これ以上なら影
響が生じるという｢しきい線量｣が存在することです。このしきい線量は
生じる症状や臓器や組織によって異なります。

○ 確率的影響は、細胞の遺伝子が変異することで起こる影響で、がんや
白血病といった障害がこれにあたります。理論的には、例え1つの細胞に
変異が起きただけでも将来、発がんなどの確率が増加することから確率
的影響と呼ばれています。

○ 国際放射線防護委員会(ICRP)は、確率的影響に着目し、｢どんなに低い
線量でもリスクはあり(｢しきい線量｣はない)、そのリスクは放射線量の増
加に比例する｣と仮定して、放射線防護を考えるよう勧告しています。

確定的影響と確率的影響

※1 確定的影響（deterministic effect）は、組織反応 (tissue reaction)とも呼ばれますが、近年後者の使用が
増えている。

しきい線量 しきい線量なしと仮定

線量に依存して
影響があると仮定

【出典】環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」を一部改変
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○ 修復システムが対応出来る範囲の少しの傷であれば修復が可能で、基
本的には元通りに戻ります。

○ 傷が多すぎると修復システムの能力では対応しきれず、細胞自体が死
んでしまいます。少しの細胞が死んだ場合には、周りの他の細胞が補い
合って、その臓器や組織の機能障害を未然に食い止めることが出来ます
が、細胞レベルで起こる甚大な細胞死が、個体レベルでは出血、脱毛な
どの急性影響として現れることになります

○ 一方、修復の際にエラーが起こり、細胞が不完全な遺伝子を持ったま
ま生き長らえる場合もあります。こうした遺伝子の突然変異に発がんを
促進する遺伝子変異が何回も重なって起こると、細胞ががん化すること
があると考えられています。

○ しかし、細胞死が起これば必ず急性影響がおこるというものではあり
ません。同様に、突然変異が起これば必ずがんが起こるというものでも
ありません。DNA損傷の量や質、さらには個人の資質など、多くの要因
が複合的に急性影響や発がんと関係しています。

細胞

障害なし 細胞死/
細胞変性

細胞死が多い場合、
急性障害が起きる
（確定的影響）

修復成功 修復不完全修復失敗

突然変異

損傷
（化学変化）

修復酵素

DNA

放射線によるＤＮＡの損傷と修復
（続き）

変異からがん細胞が
生じる可能性がある
（確率的影響）

【出典】環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」を一部改変
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（敬称略･五十音順）

本資料は、下記の専門家・有識者の皆様に「情報の正確性や妥当性」、「内容が
最新の知見・情報を反映できているか」という視点でのご確認やご助言をお願いし
て、作成しています。

専門家・有識者から寄せられた助言は、可能な限り反映し、また直ちに資料に反
映できないような内容でも、今後、本資料の更新をする機会に見直していくことも
含めて、有効活用させていただく予定です。
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