
福島県における放射能汚染の
現状と初期対策 

福島県原子力安全対策課 

小林 正人 





地震等発生状況 

２０１１年３月１１日 

 １４時４６分 地震発生 

          県内の最大震度：震度６強 

 １４時４９分 津波警報（大津波）発表 

 マグニチュード（Ｍ）＝９．０ 

余震も多く発生。４月１１日の余震では死者
も発生 
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福島県内の原子力発電所 

原子力 
発電所 

原子
炉数 

Ｈ２３．３．１１の 
稼働状況 

福島第一   ６ １～３号機：稼働中 
４～６号機：定期検査中 

福島第二   ４ １～４号機：稼働中 



事故の経緯① 
月日 主な事象 

３月１１日 １４：４６ 東北地方太平洋沖地震発生 
    原子炉自動停止 

   （福島第一1,2,3号機、福島第二1,2,3,4号機) 

       外部電源喪失（福島第一）      
１４：４９ 津波警報（大津波） 

１５：２７ 福島第一 津波到達約4ｍ 

１５：３５             〃        約14ｍ 

１５：４２ 福島第一1,2号機 原災法10条通報事象該当 

   （交流電源喪失） 

１６：３６ 福島第一1,2号機 原災法15条通報事象該当 

           （ECCS注水不能） 

１９：０３ 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言発令 
２０：５０ 知事が福島第一周囲２kmに避難指示要請 
２１：２３ 国が福島第一周囲３kmに避難指示。３～１０km以内 
       屋内待避指示 











事故の経緯② 

３月１２日  ５：２２ 福島第二１，２，４号機 原災法１５条通報事象該当 
 ５：４４ 国が福島第一周囲１０kmに避難指示 
 ７：４５ 福島第二 原子力緊急事態宣言発令 
      国が福島第二周囲３kmに避難指示、周囲１０kmに 
    屋内待避指示 
１０：１７ 福島第一１号機 ベント操作 
１５：３６ 福島第一１号機で爆発 
１７：３９ 福島第二周囲１０kmに避難指示 
１８：２５ 福島第一周囲２０kmに避難指示 

３月１３日 
 

 ８：４１ 福島第一３号機 ベント操作 
１１：００ 福島第一２号機 ベント操作 

３月１４日 １１：０１ 福島第一３号機で爆発 

３月１５日  ６：１０ 福島第一２号機又は４号機で爆発 
１１：００ 国が福島第一周囲２０～３０km以内に屋内待避指示 



福島第一1号機の爆発 

３月１２日１５時３８分 
 

原子力センター屋上より
東北東方向を撮影 
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福島第一3号機の爆発 

 

３月１４日 
１１時０２分 
 
原子力センター
屋上より東北
東方向を撮影 
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警戒区域・計画的避難区域等の指定 

区域名 範囲 指定状況 

警戒区域 
H23.4.22指定 

福島第一原発２０km
圈 
 

市町村長が一律に立入禁止 
H24.4 田村市、川内村、南相馬市
の一部が解除。区域名が変更 

計画的避難
区域 
H23.4.22指定 

 

事故発生１年後の積
算線量が２０mSvを

超える地点が地域
全体に広がりをもっ
て存在 

葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町、
南相馬市の一部。 
H24.4.16:南相馬市の区域見直し。 
H24.7.17:飯舘村の区域見直し 

緊急時避難
準備区域
H23.4.22指定 

第一原発から２０～
３０kmの屋内待避区
域 

広野町全域、田村市、川内村、南
相馬市の一部。H24.8.9に解除 



（Ｈ２４．４．２２指定） 

                                 
○警戒区域 
  双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町 
  （全域）、浪江町、南相馬市、田村市、 
  川内村（一部） 
 
○計画的避難区域： 
  葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町、 
  南相馬市 
 
○緊急時避難準備区域 
  南相馬市、田村市、川内村、広野町 

飯舘村 

川俣町 

浪江町 

南相馬市 

葛尾村 

田村市 
双葉町 

大熊町 

川内村 
富岡町 

楢葉町 

広野町 

いわき市 

計画的避難区域 

緊急時避難準備区
域 



ホットスポットへの対応 

○モニタリングの実施に伴い、局所的に放射線 

  量が高い地点（ホットスポット）が判明 

○事故発生後１年間の積算線量が２０mSv超の 

  地点を「特定避難勧奨地点」と指定 

○H23.6.30指定後、現在、２６０地点指定 

 （伊達市、南相馬市、川内村） 

 

 







災害対策の拠点 

拠点 計画上の場所 現在の場所 備考 

県災害対策本
部 

県庁本庁舎５階
正庁 

自治会館３階会
議室 

正庁が地震直
後利用できず 

原子力災害現
地対策本部
(OFC) 

福島県原子力災
害対策センター
（大熊町） 

県庁本庁舎５階
正庁 
 

H23.3.15以降現

在の場所に移
動（南相馬市の
代替施設が利
用できず） 

緊急時モニタ
リングセン
ター 

福島県原子力セ
ンター（大熊町） 

福島県原子力
センター福島支
所（福島市方木
田） 
 

H23.3.15移動 
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原子力災害現地対策本部(OFC)、県災害対策本部の建物 
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県災害対策本
部 
自治会館３階 

原子力災害現地対策本
部(OFC) 
県庁本庁舎５階 

原子力安全対策課 
県庁西庁舎８階 
 

（災害対策本部体制
につき、本部内に移
動） 



福島県原子力センター・福島支所の位置 

 福島県原子力センター 
 
S49.4 開所 
S50.2 現在の庁舎に移転 
S50.6 テレメータ運用開始 
H13.4 モニタリングポスト増
設 
(福島第一から西南西約４．９
ｋｍ） 

福島県原子力センター福島
支所 
 
H 8.4   衛生公害研究所放射 
   能分析棟として発足 
H13.4  福島支所に改組 
(福島第一から北西約６３km) 

Googlemap （maps.google.co.jp）を使
用 
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原子力災害対応スキーム 

政府 
原子力災害対策本部 

本部長（内閣総理大
臣） 

政府 
現地対策本部 
本部長 

県 

原子力現地災害対
策本部 
本部長 

県 
災害対策本部 
本部長 

原子力災害合同
対策協議会 

緊急時モニタリング班
（原子力センター） 

関係町 
災害対策本部 

国防災専門官 

緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター） 

事故状況把握・予測、住民安全
確保・支援、医療措置などにつ
いて情報共有・意思統一を図る
とともに応急対策の指揮を調整 

合同対策協議会の下に設置された
放射線班が了承したモニタリング計
画に基づき、モニタリング活動 

医療班 警察班 連絡調整班 



県災害対策本部（自治会館内） 



原子力センター事務室（ 
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緊急時連絡網FAX、ホットライン 
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テレメータ室エアコン転倒 
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第二計測室（Ge室) 
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地震直後の原子力センターの対応 

（直後～3/11 19時頃) 
• 建物、人員等の被害状況の把握 
• 出張中職員の安否確認 
• 事務室内復旧整理、機器等の仮復旧作業 
• モニタリングポスト測定値の監視強化、県庁へ定時報告 
• 緊急時モニタリング準備（資機材等、計画検討） 
(19時頃～3/12 2時頃) 
• オフサイトセンター非常用発電機の復旧作業 
   停止原因調査、サービスタンクへ重油供給 
   起動作業 
(2時～5時頃) 
• モニタリング計画調整、班員等への説明、防護服等装着 
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原子力センターの緊急時モニタリング活動 

【３月１２日】 
 
• 1F近傍(双葉町1・大熊町1)に可搬型モニタリングポストの
設置 

• 10km範囲内の線量率測定 
• 環境試料採取（大気中ヨウ素） 

 
• ４班体制（県、東京電力、JAEA）で実施 

 
• 双葉町、大熊町で線量上昇確認（最大15μSv/h） 
• 大気ダストからヨウ素、セシウム等を検出 
• 測定結果は直ちにＯＦＣ放射線班に報告  
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放射線量の推移① 



放射線量の推移② 



環境放射線モニタリング 

○空間線量率 

 ・当初、県内７地方振興局で測定開始 

 ・その後、市町村毎に調査地点を追加 

 ・発電所周辺のモニタリングポスト 

  →停電、津波によりデータ収集できず。 

  



モニタリング地点の変更 



モニタリングポスト被災状況 

市町村 地点名 12月28日現在測定状況 市町村 地点名 12月28日現在測定状況 

広野町 二ツ沼 ○   

双葉町 

山田 ○ 

楢葉町 

山田岡 ○   新山 ○ 

繁岡 ○   上羽鳥 △ （通信不可） 

松館 ○   郡山 ○ 

波倉 × （電源なし） 

浪江町 

請戸 津波流失   

富岡町 

上郡山 ○ 棚塩 津波流失   

下郡山 ○ 浪江 ○   

富岡 ○   幾世橋 ○   

仏浜 津波流失   
南相馬市 

福浦 × （電源なし） 

夜ノ森 ○ 浦尻 津波流失   

大熊町 

熊川 津波流失   福島市 紅葉山 ○   

向畑 × （電源なし） 県庁 ８Ｆ ×   

南台 × （電源なし） 

大野 ○   ○１５地点で測定監視中 

夫沢 × （電源なし） 
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モニタリングポストの災害対策 

• 電源対策 
  非常用ディーゼル発電機(23局) 
    型式 （株）東京電機製TRGP5MA 
    出力 5kVA   燃料種類 軽油 
    燃料消費率   2.01L/H  タンク容量 70L 
             →稼働時間 約35時間（1日半弱) 
• 通信断対策 
    衛星携帯電話によるバックアップ(６局（各立地町１局）) 
     有線回線不通時 docomoワイドスターDUO+モデムアダプタ 
       原子力センター（大熊町）若しくは県庁（福島市）で収集 
         →収集状態が不安定、地震によるアンテナずれ等が要因か 
  
• 測定機器の耐震対策 
    アンカーにより固定 → 機器の損傷はなし。モデム等は固定不十分で落下 
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モニタリングポスト被災状況 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑仏浜局(富岡町) 

↓熊川局(大熊町) 
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津波で４局が流失した。 



文部科学省可搬型モニタリングポスト 

37 

県内20地点、１ｍ高さ 
H23.9～ 

富岡町上手
岡 



文部科学省リアルタイム線量測定システム 
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県内約2700地点、1m、50cm
高 
H24.2～ 

福島第一小学校 



事故直後のモニタリングポストデータ(大野) 
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モニタリングポスト等の復旧 

• 3/11 15:32～38 ４局が通信途絶 

•                                 津波流失：熊川、仏浜、棚塩、請戸） 

     16:42 大野局を除く18局通信途絶（ネットワーク断） 

• 3/16 16:44 大野局停止（非常用発電機燃料切れ） 

• 4/14 MP電源復旧(幾世橋、富岡、繁岡) 

• 6/10 原子力センター商用電源復旧、テレメータ起動調整、
MP電源復旧(大野) 

• 7/19 通信(NTT回線)復旧 

• 7/20 測定データHP掲載再開 

• 8/5   MP電源復旧(夜ノ森、上郡山)、非発燃料補給 

• 8/11 MP電源復旧(双葉町４局) 
40 



ホームページでのリアルタイムデータ 
公表再開(H23.7.20～) 

          2012年06月25日 12時40分現在 

 



環境放射線モニタリング 

○環境試料 

・３月１２日～ 原子力センターで大気中ヨウ素 

        を採取 

・３月１６日 原子力センター福島支所（福島市） 

        の水道水から放射性ヨウ素検出 

        を公表 

・３月１６日～３．１８ 原乳調査。一部の検体で 

        暫定基準値超過（３．１９公表）  



空間線量率の測定状況 

主な調査結果は次のとおり。

調査区分 調査時期 調査地点数 調査結果（最小値～最大値）

メッシュ調査 4月 1,865 0.04μSv/h ～ 44.8μSv/h

8月～9月 2,776 0.06μSv/h ～ 5.2μSv/h

学校等調査 4月 1,772 0.05μSv/h ～ 23.0μSv/h

6月 1,729 0.07μSv/h ～ 3.1μSv/h

9月 1,739 0.06μSv/h ～ 2.0μSv/h

児童福祉施設等調査 4月 325 0.08μSv/h ～ 15.2μSv/h

6月 327 0.06μSv/h ～ 3.6μSv/h

11月 314 0.04μSv/h ～ 2.7μSv/h

都市公園等調査 4月、6月 1,117 0.07μSv/h ～ 4.0μSv/h

公民館等調査 6月 417 0.04μSv/h ～ 1.5μSv/h

12月 415 0.04μSv/h ～ 1.2μSv/h

観光地等調査 7月～8月 226 0.06μSv/h ～ 3.0μSv/h

12月 264 0.06μSv/h ～ 2.5μSv/h

集会所等調査 10月～11月 3,971 0.04μSv/h ～ 2.3μSv/h



核種分析の実施状況① 
主な直近の調査結果は次のとおり。

調査区分 調査時期 調査地点数 調査結果（最小値～最大値）

大気中ダスト 3月 2 I-131 全て不検出

Cs-134 不検出～0.00209Bq/m3

Cs-137 不検出～0.00273Bq/m3

河川、湖沼・ダ 3月 137 I-131 全て不検出

ム貯水池 水質 Cs-134 不検出～1Bq/L（ ）

Cs-137 不検出～1Bq/L

海域（海水） 3月 海水34 （水質）

I-131 全て不検出

Cs-134 不検出～12.8Bq/L

Cs-137 不検出～20.1Bq/L

（海底土壌） 海底土23 （海底土壌）

I-131 全て不検出 Cs-134 8.60～389

Bq/kg Cs-137 11.1～538Bq/kg

水道水 3月 313 I-131 全て不検出

Cs-134 全て不検出

Cs-137 全て不検出

土壌 12月 10 I-131 全て不検出

Cs-134 225Bq/kg～12,000Bq/kg

Cs-137 321 Bq/kg～16,300Bq/kg



核種分析の実施② 

○農林水産物：農業総合センター（郡山市） 

  他に加工食品、野生生物についても実施 

 

○下水道施設調査 

○農業集落排水処理施設調査 

○廃棄物焼却施設の焼却灰調査 

○採石場調査・利用施設調査 



福島県のモニタリング概況 

【空間線量率調査】 
• 定時モニタリング 93地点(県職員・委託) 原則毎時 
• メッシュ調査 ４月(4kmメッシュ1,865地点)、８月(2kmメッシュ2,776地点) 
• 学校等モニタリング 
     学校(約1,750地点)4月、6月、9月実施 
       都市公園、農村公園(約1,300地点) 4月、6月、8月実施 
       集会所(約4,000地点)10月実施 
• 自動車走行サーベイ(KURAMAシステム) 比較的線量が高いエリア 17市町村、通学路 
• 詳細調査 自動車走行サーベイの結果により実施 9市町   （→特定避難勧奨地点指定の基礎資料） 
• 民有林調査 ６月299地点、11月362地点 
• 水浴場調査 ７～８月20地点（核種濃度調査も実施） 
        
【核種濃度調査】 
• 水道水 311地点、飲用井戸 252地点 
• 公共用水域 72地点（水質、底質） 
• 地下水 134地点 
• 土壌 飯舘村等で実施、9月からPu、Sr調査開始 
• 海水、海底土 海水46地点、海底土23地点 
• 下水道等汚泥 86施設 
• 廃棄物焼却施設の主灰、飛灰等 35施設 
• 屋外プール調査 220地点 
• 公共用水域のトリチウム、大気ダスト・降下物の地点追加 

他に農林水産物、加工食品、野生生物の
核種濃度調査がある。 
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ＫＵＲＡＭＡシステムの活用 

京都大学原子炉実験所の開発によるＧＰＳ連
動型放射線自動測定装置 

 （Kyoto University RAdiation MApping system） 

 

• サーベイメータとＧＰＳのデータを小型ＰＣに
収集し、携帯電話網により遠隔地のＰＣの地
図上でリアルタイムに監視できるシステム 

• 自動車走行サーベイ、通学路調査等で活用 
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ＫＵＲＡＭＡシステムの構成 
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京都大学原子炉実験所HPよ
り 

○サーベイメータ出力(電圧)をAD
変換し、GPS情報とともにPCで記
録 
 
○携帯電話(3G)回線で、クラウド
ストレージへアップロード 
 

○サーバはクラウドストレージか
らダウンロード、データ変換し可
視化 
 

○クライアントはサーバに接続し
地図ソフトで閲覧 



ＫＵＲＡＭＡシステム 

ノートＰＣ 

ＧＰＳ unit 携帯無線ＬＡＮ
アクセス端末 

TCS-171 

MAKUNOUCHI
(A/D変換器) 
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ＫＵＲＡＭＡシステムのデータ 
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メッシュ調査①(H23.4.12～4.16) 



メッシュ調査②(H23.8.17～9.6) 



測定結果の公開 

県ホームページの「放射線関連
情報」 （※1）のほか、「福島県放
射能測定マップ」（※２）で公開。 
※1 ホームページアドレス 
http://wwwcms.pref.fukushima.jp
/pcp_portal/PortalServlet?DISPLA
Y_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=
U000004&CONTENTS_ID=24906 
※２ ホームページアドレス 
http://fukushima-radioactivity.jp/  


