
いわき地域環境科学会・第２３回発表会  

設定テーマ 
「大震災からの地域環境の復元を目指して」 

永崎海岸環境の復元プロジェクトから 

～いわきの海岸砂浜の放射線調査～ 

［発表者］ 中西恒雄 （いわき地域環境科学会） 



「いわき市沿岸砂浜などの放射線量調査（中間報告）」 

に関する記者会見実施内容   

１）Ｈ２３年１２月１日、１３～１４時、いわき市役所記者クラブで実施した 
 ◇出席報道機関：７社（福島民友、福島民報、いわき民報など） 
２）科学会からの出席者 
  橋本孝一会長、山田貴浩事務局長、中西恒雄ＰＭ（３名） 
３）会見概要 
１）山田事務局長より、説明者の紹介及び記者会見に至った経緯 
  （活動実施の背景、目的）を説明した（次頁参照） 
２）中西ＰＭより、調査内容の説明を行った 
 ◇配付資料の内容に沿った説明用資料（Ａ３版）を使用して実施 
３）橋本会長より、今後の調査予定及び発表会などの予定を説明 
  その中で、津波被害調査についても説明した 



１）科学会では、永崎海岸を中心に、渚環境の保全活動や磯の観察会 

  及び小学校の環境教育支援を行ってきたが、今回の災害により、 

  当面実施できない状態になっている。再開できる状態まで、放射能 

  汚染が低減しているかを調査することにした 

２）子供達の安全を考え、砂浜の下層部まで調査することにした 

  海水が影響する砂浜では、下層部の方がより汚染されていた 

  汚染程度は、原発に近い北側の方が高く、南に行くほど低い傾向 

  になっている。 地形や海流などの影響と考えられるが多少 

  のバラツキがある。 また、全体的に徐々に減少している 

３）本日は、汚染状況の調査結果を発表した、汚染のメカニズム等は、 

  今後行いたい 

今回の調査活動実施の背景など 



平成２３年４月２９日 
地震津波被害調査開始 

平成２３年７月６日・永崎海岸での調査活動 



海岸砂浜 
下層部の 
調査状況 

下層部の状況 
層によって 

砂の色相が異なる 



３．現地調査の経緯 
 ①平成２３年４月２９・３０日：四倉上仁井田 ～ 下仁井田、 
 ②平成２３年５月１１日：永崎海岸 
 ③平成２３年５月２１日：藤間沼周辺・沼ノ内海岸・永崎海岸  
 ④平成２３年５月２６日：永崎海岸・勿来海岸・小浜海岸 
 ⑤平成２３年６月１８日：永崎海岸・舟門海岸・四倉海岸・沼ノ内 
                海岸、新舞子海岸・薄磯海岸 
 ⑥平成２３年７月６日：永崎海岸、  
 ⑦平成２３年７月９日：久之浜海岸・舟門海岸・四倉海岸 
 ⑧平成２３年７月２４日：永崎海岸・沼ノ内海岸、 
 ⑨平成２３年７月３０日：永崎海岸 
 ⑩平成２３年８月９日：久之浜海岸、 
 ⑪平成２３年８月２３日：薄磯海岸・兎渡路海岸・須賀海岸 
 ⑫平成２３年９月７日：夏井川河口、 
 ⑬平成２３年９月１７日：鮫川河口 
 ⑭平成23年10月8日：永崎海岸、 
 ⑮平成23年10月13日：勿来～久之浜までの15海岸 
 ⑯平成23年11月5日：茨城県高萩市関根川河口南側海岸 

永崎海岸は８回実施 



GM管を採用した表面汚染測定、空間線量率測定 
両用のサーベーメータです 

GMサーベイメータ TGS-131 

表面汚染のチェック、1cm線量当量率のチェックなど、多くの用途に最も使

用されているサーベイメータです。 検出器のアルミキャップを 

着脱することで、β（γ）線と 

γ線を区別して測定できます 

今回使用した 
測定器 

通常の空間線量測定器 
（γ線のみ）に対し、かなり 

（１～３倍）の違いがあるため 
ＴＧＳ－１３１の測定値は 
参考値とした（採用せず） 



日立アロカメディカル製 
ＣＡＮ-ＯＳＰ-ＮＡI 

ＨＯＲＩＢＡ 
環境放射線モニタ  

PA-1000 Radi（ラディ） 

測定に使用している 
放射能濃度・空間線量 

測定器 

５月に発注するも 
９月下旬入荷、使用開始 

７月下旬 
より使用 

福島高専 
芥川研究室 

に設置 



１）いわき地域砂浜の放射線量は北部で高く、南部で低い傾向にある 

  バラツキは、海岸部環境や海水の影響度合いと考えられる。 

２）砂浜の放射能濃度分布は、海水が侵入する砂浜では３０～６０ｃｍ 

  下層部付近を中心に放射能濃度が多くなっている 

３）海水の影響がない砂浜の放射線量は陸上部と同様に少ない 

  この状況は放射能汚染された海水からの汚染と考えられる 

４）砂浜の放射能濃度は低減する傾向が認められる 

  海に近い方の低減が早い、徐々に洗浄されていると考えられる 

５）夏井川河口砂浜（内陸側）の汚染濃度が高いのは河川水から 

  の影響も考えられるので、調査を継続する 

砂浜の放射能汚染の調査結果 



永崎海岸・Ｄ 

海水の影響調査 
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放射能濃度はＮＤ
（検出限界以下） 

従来からの 
活動拠点 

小名浜港 

平 
0.16 平 

線量が 
高い 

線量が 
低い 



Ｈ２３．１０．１３ 

Ｈ２３．１２．２４ 



４．現地測定値とベクレル値の関係 
１）食品放射能測定装置により測定した放射能濃度（Ｂｑ／ｋｇ、 
  Cs134、Cs137）と現地放射線量測定値（μSv／h）を比較した 
  空間線量と放射能濃度の間には、大きな相関が認められた  
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永崎海岸Ａ２ 



福島第１ 
原発 

薄磯 
永崎 

四倉 

勿来 

４月１３日の状況（福島民友9/26） 

いわき市沿岸に１０００Bq/Lの汚染海水が接岸した 



図５ 

夏井川河口（内陸側） 

9/7 

夏井川河口（海側） 
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夏井川河口海岸地図 

河 
口 
側 

海 
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夏井川河口と海側 
の放射能濃度の変化 

内陸側の方の濃度が高いのは 
海水による洗浄が少ないことと 
放射性物質を含んでいる夏井川 
河口部の水からの汚染の両方が 
考えられるので、調査を続ける 



上流から河口に行くほど 
放射能濃度が高くなる傾向 
にあるのは、河川流域の 
放射性物質が雨で流され 
ているためと思われる。 
更に、夏井川河口部は 
溜まりになっているため 

放射性物質を含んだ物質が 
沈殿しやすいと考えられる。 



１）今後、砂浜の放射能汚染状況は、海水による洗浄希釈による 

  低減と流入河川からの放射能物質による増加の双方が考えら 

  れるが、引き続き調査を継続して行く 

 ◇ホームグラウンドである永崎海岸を中心に調査して行きたい 

 ◇河川（夏井川等）の上流～河口の汚染状況も調査して行きたい 

 ◇１２月３日（土）に、砂浜の調査活動を行う 

   夏井川の上流～河口の水辺の土壌採取、放射能濃度測定 

２）砂浜下層部で放射能濃度が高くなっている原因の解明を行って 

  いる（砂の粒度分布、粘土質や金属成分の含有率など） 

３）汚染された砂の海水による洗浄効果などの実験も行っている 

今後の調査方針 







記者会見後の活動概況 
１）いわき市（観光物産課）では、来年度（Ｈ２４年）に 
 海水浴場をオープンできるかどうかの判断材料の 
 一つに当会の海岸での調査活動資料を活用したい 
 との意向があり、いわき市の全海水浴場について 
 １月～３月、毎月調査活動を行うよう依頼があった 
２）調査活動を効率よく行うための改善を行っている 
 調査結果（一部）では、砂浜下層部の放射能汚染 
 はかなり残っている 



波立・船門海水浴場 

いわき市より 
放射線量の調査 
依頼を受けた 
海水浴場と 
調査地点数 
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３ 

３ 
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３ 

１ 

４ 

合計２７地点 ３ 

（２７×８＝２１６） 

科学会としの 
独自の調査を 
更に加える 

Ｈ２４年１～３月・毎月調査 



調査時の標識 



サンプリング装置製作 

２ｔ 

(446±5)φ 

200 

50 

70 

50 

1400 

200 

１０φ丸棒を上部に乗せる 

２ｔのステンレス板（繋ぐのは問題なし） 

ステンレス板に歯を溶接する 
（板を丸める前か後かは指定なし） 板の中間（100mm)にレベル 

目印になるスパッタを付ける 

取手 
１０φ丸棒 
（２ヶ所） 

材料、溶接は全てSUS304相当とする 



新規開発したサンプリング道具 



サンプリング道具をかけやで打ち込み（簡単にできる） 



砂浜を掘り下げて 
空間線量を測定 



四倉海岸での下層部の空間線量の測定 

四倉海岸 
Ｌ－７０ｃｍ 

１．７１μＳｖ／ｈ 



新舞子海岸松林での空間線量の測定 

松林地表面では 
２．２５μＳｖ／ｈ 

砂浜表面では 
0.1～0.2μSv/h 
大きな差がある 
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3 四倉海岸／調査地点 調査日：１／１５ 
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放射能濃度の自然崩壊による経時変化 

半減期
Ｃｓ１３４ 2.07 年
Ｃｓ１３７ 30.0 年

Ｃｓ１３４はほぼ消滅 

Ｃｓ１３７は残る 



放射能濃度の自然崩壊による経時変化 

半減期
Ｃｓ１３４ 2.07 年
Ｃｓ１３７ 30.0 年

約70年で 
セシウム（合計） 
は１０％に低減 
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