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プロジェクトの背景 
 福島原発事故の収束は極めて困難 － 拡大し長期化する汚染の影響 
  － 汚染水対策の遅れ・失敗、汚染水の増加。 
  － 労災事故の頻発と熟練技能者の枯渇。 

 甲状腺がん多発・その他の健康影響の兆候 
  － 甲状腺がん悪性ないし悪性疑い167名。放射線影響否定は困難に。 
  － 福島県立医大統計でも小腸がん、大腸がん、前立腺がん、脳出血、白内障、 
     狭心症、早産・低体重出産などの増加傾向。（2012/2010年度比） 

 「除染から帰還へ」 － 政府の強引な帰還政策 
  －2017年で全ての避難指定解除（帰還困難区域を除く）方針、18年で賠償打ち切り 
    方針。自主避難者への借り上げ住宅打ち切り。 

  －住民は帰還するか、自己負担での避難継続をするかをせまられる状況に。 
 意図的とも言える放射能の拡散が進んでいる 
  －除染ゴミ焼却、除染廃棄物の「浄化」「資材化」の動き。 
      －中間貯蔵施設も実際には放射能処理プラントに（分別、分級、「資材化」）。 
  －福島原発の脇を通る国道6号線に続き常磐高速道の開通。 

 新たな安全神話：測って「安全・安心」、「心の除染」、1ミリは「何の科学的根拠もない」 
  － 中高生を動員した国道6号線清掃キャンペーン。 
  － 個人線量計では被ばくは大したことはない。 
  － 100ミリシーベルト以下では影響は「見えないほど小さい」。 
 将来をになう子どもの健康確保は我々世代の責務 
  － 低線量被ばくの危険性についての周知が急務。 
  － 予防原則に基づく対応が重要。 
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プロジェクトの狙い 

 被ばく低減・健康リスク低減のさまざまな運動が存在する。 
 -避難指定解除反対、仮設焼却炉反対、子どもや住民の被ばく低減、 
  避難・移住支援、保養、検診範囲拡大、医療支援充実等。 
 これらを進めるための具体的な論拠となる調査活動と世論喚起、啓発を行う。 
具体的には 
 大気中浮遊塵の放射能調査 
 －食品検査は自治体や市民測定所を中心に広範に行われているが、 
  大気中浮遊塵の放射能調査は市民レベルではほとんど行われていない。 
 －市民のアイデアから生まれたリネン吸着法による大気中浮遊塵の 
  放射能調査の技術確立と普及。 
 尿検査による内部被ばく調査の推進 
 －ホールボディカウンターは検出限界が高い。尿検査によりホールボディ 
  カウンターよりも数十倍～百倍高い精度での調査と対策ができる。 
 －特に知らずしらずのうちに体内に取り込んでしまっている人達に焦点を 
  当てた検査の継続。 
 チェルノブイリ事故影響と合わせて、甲状腺がんその他の健康被害実態の調査監視 
  ー 低線量被ばくの危険性についての報告書類の学習・研究。 
  － 健康影響についての情報収集と分析  

被ばく最小化・健康リスク低減のための市民のさま
ざまな活動と一体の活動として行う。 
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活動状況－尿検査による内部被ばく調査と被ばく低減 

課題：低線量・内部被ばくを気にしていない保護者の子どもの検査をどう実現するか。 

⇒伊達市に続き、白石市、栃木県塩谷町などでの保護者グループ
との連携拡大。 地域のグループでの勉強

会・尿検査等の説明 

地域で尿検査の推進／Ｌ 

結果報告会、学習会の実施。 
各自が対策を考えて 
3カ月～半年後に再検査実施。 

地域での被ばく最少化の取り
組み拡大・強化。 



首都圏でのキャンペーン・拠金・募金活動と地域活動との連携 
地域での活動強化のためのツール（チラシ、マニュアル）等の整備 

街頭宣伝と募金活動（チャイるのネットの皆さん） 
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尿検査結果 － 地域による違い(調査期間2013/4～2016/1) 

フクロウの会/放射能測定プロジェクト調査 
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低レベル慢性摂取の可能性 
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尿中セシウム濃度

Cs-137 Bq/L 

伊達市幼稚園での尿検査結果 

D（12歳女） 

E（6歳女） 

I（7歳女） 

J（5歳女） 

K（１歳男） 

N（10歳男） 

P（4歳男） 

Q（1歳男） 

1回目検査 2回目検査 

Q(1歳男）は劇的に減
少。 ⇒砂場遊び（1日
1時間程度）を控えた。 
 
多くの子どもが0.15～
0.35程度で横ばい。 

⇒低レベル・慢性摂取
の可能性が高い。呼
吸による取り込みか。 

伊達市私立幼稚園での園児たちの継続検査。 
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吸入摂取の危険性 － 気になる報道 

福島第一原子力発電所で事故対応にあたった東
京電力の作業員が体内に吸い込んだ放射性セシ
ウムは、当初の予測より、体外への排出が遅いと
いう追跡調査結果を、放射線医学総合研究所の
谷幸太郎研究員らが発表した。 

 谷研究員らは、セシウムの一部が水に溶けにく
い化合物になり、肺に長くとどまるためではないか
と推定している。被曝ひばく線量を見積もる計算モ
デルの見直しにつながる可能性があるという。 

2015年06月08日毎日新聞 

広島原爆：「黒い雨」体験者の肺
にウラン残存 

広島大と長崎大の研究グループは７日、広島
原爆の「黒い雨」を体験した女性の肺組織に
ウランが残存し、現在も放射線を放出してい
ることを示す痕跡を初めて撮影したと明らか
にした。女性は原爆投下時２９歳で、８０代で
肺など３臓器に多重がんを発症し、９４歳で
死亡した。解析したのは１９９８年に切除し保
存されていた肺組織で、グループは「放射性
降下物由来の核物質による内部被ばくが半
世紀以上続いていたことが裏付けられた」と
している。【高橋咲子、加藤小夜】 

2015年08月10読売新聞 

セシウム排出、予測より遅い…作業員を追
跡調査 
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活動状況－リネン吸着法による大気中浮遊塵の放射能測定 

課題：市民でもできる大気中浮遊塵の放射能測定技術の確立 
⇒ 市民のアイデアから生まれた測定方法＝リネン吸着法 

リネン布に吸着した放射能を測定する 
（ゲルマニウム半導体測定器を使用） 

一定の大きさのリネン（麻）布を 
１０～14日放置 

リネン（麻）布を回収 

測定結果は 

 ベクレル/m2・h 
 1平米あたり・1時間あたりの吸着 
 放射能量で定量的に比較が可能 



一般的な大気中粉塵の放射能分析方法 

エアダストサンプラー 

フ
ァ
ン 

フ
ィ
ル
タ
ー 

エアー 

流量計 

フィルターに吸着した放
射能量を測定する 

流した空気量を測定す
る。 
 

排気 

測定結果は 

 ベクレル/m3 
 1立法米あたりの空気中の放射能量 



測定結果 

不検出 
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東京都青梅市柚木町 

東京都日の出町二ツ塚峠 

福島市佐倉下字上谷地 

福島県伊達市下小国 

福島県伊達市梁川町 

福島県伊達市保原町 

南相馬市原町区馬場字垣ノ内 

南相馬市原町区片倉字岩下 

南相馬市原町区上太田字前田 

南相馬市原町区押釜字戸鳥土 

南相馬市原町区馬場字五台山 

Cs-137付着率 

mBq/m2･h 

リネン吸着法による大気中ダストのCs-137濃度比較 

東京都内 

福島市内 

伊達市内 

南相馬市内 

民家脇の鉄道の往来による粉
塵と推定。 
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福島県伊達市下小国 

福島県伊達市梁川町 

福島県伊達市保原町 

福島県伊達市梁川町 

南相馬市原町区馬場字垣ノ内 

福島県南相馬市原町区馬場字垣ノ内(2回目） 

南相馬市原町区片倉字岩下 

南相馬市原町区上太田字前田 

南相馬市原町区押釜字戸鳥土 

南相馬市原町区馬場字五台山 

福島県南相馬市原町区大原字町 

郡山市日和田町 Fさん宅 

郡山市日和田町 Sさん宅 

郡山市日和田町 Yさん宅 

郡山市高倉藤坦民間産廃焼却施設南東側 

郡山市高倉県中浄化センター南東 

福島県田村市都路 Ｎさん宅 

福島県田村市都路 Ｉさん宅 

福島県田村市都路 Ｗさん宅(2回目） 

福島県田村市都路 Ｉさん宅(2回目） 

福島県田村市都路 Tさん宅 

福島県双葉郡富岡町中央2丁目 

福島県双葉郡富岡町上手岡字大木戸川原 

福島県双葉郡富岡町小浜字大膳町 

仙台市若林区連坊* 

北海道旭川市4条通り* 

リネン吸着法によるCs-137吸着量比較 

地名の後ろに*印のあるものは宗教者の会さんの協力によるも
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東京都文京区小石川* 

千葉県柏市南逆井* 

新潟県柏崎市西山町* 

福井県敦賀市古田刈* 

栃木県那須塩原市東小屋* 

福島県東白河郡塙町 

福島市佐倉下 

福島市渡利字柳小路 

福島県伊達市下小国 

福島県伊達市梁川町 

福島県伊達市保原町 

福島県伊達市梁川町 

南相馬市原町区馬場字垣ノ内 

福島県南相馬市原町区馬場字垣ノ内(2回目） 
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南相馬市原町区上太田字前田 
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尿中のセシウム量と米の関係 
   －南相馬市に住むFさんの事例 

南相馬市在住のFさん （70代男性） 
 尿検査結果 0.72Bq/L (Cs-134:0.14, 137:0.58) 
 Fさん宅で常食する米(相馬市新地町産 １Bq/Kg (Cs-137,134) 

尿中のセシウム量から 
体内のセシウム量を推定 

米のセシウム量から 
体内のセシウム量を推定 

計算方法 ●1日の尿量中のセシウム量 
 １Ｌ×0.72=0.72ベクレル 

●尿中セシウム量から推定
される体内のセシウム量 
0.72×(50～100)= 36～72Bq 
 

●1日米2合食べるとして 300g 
 米1合150g  
●1日の米からのセシウム摂取量
（1.0Bq/Kg:Cs-134,137合計推定） 
 1 × 0.3 = 0.3Bq/日 
●生物学的半減期100日として 
 シミュレーション⇒40Bq 
 

体内のセシウム
量（推定） 

36～72Bq/Body 40Bq/Body 
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ちくりん舎で測定した米のCs-137濃度範囲 

産地 
検体全
数 

検出検
体数 

検出率
(％) 

検出範囲 
(Cs-137 Bq/Kg) 

最小値 最大値 

福島 3 3 100 0.52 1.74 
栃木 11 11 100 0.32 2.31 
宮城 6 3 50 0.41 0.72 
岩手 15 15 100 0.31 2.74 
茨城 10 3 30 0.33 0.44 
山形 16 0 0 ｰ ｰ 
埼玉 1 0 0 ｰ ｰ 
千葉 8 1 12.5 0.35 0.35 
長野 4 0 0 ｰ ｰ 
北海道 １ 0 0 ｰ ｰ 
愛知 １ 0 0 ｰ ｰ 
滋賀 2 0 0 ｰ ｰ 
兵庫 0 0 0 ｰ ｰ 

2014～2015年10月ちくりん舎測定分 全検体数84件  検出限界 
Cs-134,137合計１Bq/Kg  

尿検査とコメ検査、リネン吸着法検査の統合 

食品からの摂取 
コメの精密測定 

呼吸による吸入 
リネン吸着法 

尿検査による 
内部被ばく調査 

尿検査受付時にそのお宅で食しているコメを同時検査する。 
リネン吸着法による大気中粉塵検査も同時実施。 
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被ばく最小化・健康リスク低減のための種々の活動と一体 
の活動として測定・調査・分析・啓発・世論喚起 

活動テーマ 連携するグループ 課題 

子どもたちの
被ばくリスク低
減 

●チャイるのネット（東京都あきる野市） 
●Little Hope ～あなたへ～（福島県伊達市） 
●白石市子どもを守る会（宮城県白石市） 
●放射能から子供を守る会塩谷（栃木県塩谷町） 
●内部被ばく市民研究会（埼玉県） 

●尿検査対象者の拡大 

●コメ、大気中粉塵調査との統
合調査 

●各地の保護者グループの横
断的連携 

避難基準20ミ

リシーベルト
問題 

●南相馬・避難基準20ミリシーベルト基準撤回訴
訟支援の会 
●同弁護団 
●南相馬避難勧奨地点の会 
●福島モニタリングプロジェクト 
●たまあじさいの会 

●南相馬地域の汚染実態調査
（土壌、大気中粉塵等） 

●蕨平資源化実証施設周辺の
汚染調査 

●南相馬原町区循環流と汚染
の関係調査 
●20ミリ基準の不当性の論証と
データ収集 

伊達市Cエリア
除染要求 

●子どもの未来を守る会inだて 
●伊達市議会議員グループ 

●個人線量管理＝ガラスバッジ
による線量管理の不当性論証 

大気中粉塵の
放射能調査 

●風下の会 
●たまあじさいの会 
●南相馬避難勧奨地点の会 

●エアダストサンプラーとリネン
吸着法の相関データ蓄積 
●リネン吸着データの拡充 



ご清聴ありがとうございました。 



測定結果の検証 

リネン吸着法とエアダストサンプラーに相関関係はある。 
風の影響によりその傾きに大きな違いがあると推定。 
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Cs-137ダストサンプラーとリネン吸着の相関 

福島県伊達市下小国 

福島県伊達市保原町 

南相馬市原町区馬場字

五台山  

南相馬市原町区馬場字

垣ノ内 

南相馬市原町区馬場字

垣ノ内218-33（2回目） 

南相馬市原町区大原字

町 

y=13.56x＋3.40 

y=100.5x＋2.06 

風が相対的に弱いところ 

風が相対的に強いところ 


