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序文

いわき海岸の保全と環境学習プロジェクト 2012

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災は、津波・原発事故を誘発し、当会活動のフィールドでも

ある福島県いわき市の海岸環境は大きな影響を受けました。昨年（2012 年）夏のいわき海岸は、

被災後一年以上が経過しているにも拘らず、市内で唯一海水浴場としてオープンした勿来海岸

では、例年の一割にも満たない状況でした。

当会では、震災前の 2009 年度から日本財団の助成を受け、「永崎海岸浄化プロジェクト」に

取り組み、海岸環境の実態を調査すると共に、永崎海岸の磯場をフィールドとした「磯の観察

会」を一般市民を対象に実施した他、永崎小学校児童に対する海岸環境に関する学習活動や地

域の排水処理の実態調査と地区住民に対する広報活動等をおこないました。震災後は、いわき

地域全体を視野においての展開をすることとなり、今年度で２年目を迎えました。

2011 年度は、津波・原発事故による海岸環境への影響調査を柱に、海岸林やの実態調査と津

波減災効果の検証、海岸砂浜の放射線量調査等を行いました。これら海岸部での海岸林や砂浜

の放射線量の調査活動は、他の公共機関も含め行われておらず、貴重なデータになったものと

考えています。

2012 年度は、2011 年度の調査実績を踏まえ、引き続き海岸環境の放射線量の調査を行い、沿

岸部の放射線量の動向を調査しました。また、一般社会人・親子を対象とした「磯の観察会」

のフィールドを磯場が消失した「永崎海岸」から「三崎前海岸」に変更して実施し、成功裡に

終えることができました。実施に際しては、参加者自身が放射能濃度を測定して安全性を確認

したり、津波襲来時に備えて予め避難経路を確保する等の手配をするなど、従来にはなかった

配慮をしての実施となりました。また、小中学校での環境学習支援の面では、海岸に隣接する

12 校を訪問し、海岸を学習フィールドとしての取り組みの可能性について打診しました。多く

の小中学校では、まだ放射能に対する不安が大きく、屋外での学習活動を制限せざるを得ない

状況のようでした。そのような中、高校側の反応は良好で、いわき海星高校では、学校裏の砂

浜を対象に「鳴き砂」をテーマに環境学習の機会を持つことができました。受講生の反応も良

く、次年度以降、環境学習支援を進める上で大変励みになりました。

2013 年度は、多くの地元の小中学生、高校生、一般市民が海岸に直接触れ、地域の貴重な資

源である「白砂青松の海岸」の保全に向けて大きな力となれるよう様々な事業を企画し、人材

の育成も含めた事業を展開していきたいと決意を新たにしているところです。

末筆になりましたが、本事業を助成して下さった日本財団に深く感謝申し上げます。また、

調査活動にご協力頂いた皆様に心より感謝申し上げます。 今後ともご協力ご支援をお願い致

します。

2013 年 4 月

いわき地域環境科学会

会長
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１．いわき海岸の保全と環境学習プロジェクト 2012 の経緯

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による巨大な大津波は岩手県、宮城県や福島

県相双地区などの沿岸に壊滅的な被害をもたらした。

その津波により、東京電力福島第１原発では非常用冷却装置の電源を喪失した結果、原子炉

溶融を起こし、大量の放射性物質が放出され、原発周辺だけでなく、広範囲にわたり放射能

により汚染されてしまった。しかし、いわき市は第１原発から比較的近くに位置しているが、

風向きや降雨などの気象現象が幸いし、放出された放射能物質を含んだ気流が上空を通過し

た際、一部のホットスポットを除いて、地上に降下した量は比較的少なかった。

また、いわき市海岸での津波被害は、

宮城県や福島県相双地区に比べて小さか

ったが、それでも多くの被害が発生した。

新舞子海岸を中心とした海岸では、江戸

時代に植林され、引き継がれてきた防潮

林が有効に機能した。それは、いわき海

岸の津波の大きさが宮城県などに比べて、

比較的小さく、防潮林が機能できたため

であった。そのため、防潮林の後背地で

は津波による浸水はあったが、津波のエ

ネルギーが防潮林により減衰されたこと

で、建物が壊れるなどの被害を免れた。

いわき地域環境科学会による津波被害調

査時、その地区の住人は防潮林のありが

たさを改めて知り、感謝していると話さ

れていた。

原発事故より半年後頃には、第１原発

の状態もかなり安定してきたこともあり、多くのいわき市民は避難先から戻ってきたが、

放射能被爆からの不安は依然高い状況にあった。

特に、放射能の影響が大きいと言われて

いる子供達や妊婦には少しでも被曝量を

低減させるため、空間線量が高い場所で

の活動を避けるようにしている。

幸いに、今回の原発事故では、事故直

後より、高濃度の放射能物質を含んだ食

物や飲料水の摂取禁止の措置により、チ

ェリノブイリーの原発事故に比べて、内

部被爆が大幅に低減できたこともあり、

一般市民の放射能による被害は少なく済

みそうであるが、未だに、一部の農産物、魚介類の出荷が規制されていることもあり、完全

に安心できる状態には至っていない。

図 1－1 福島第一原発といわき市の位置関係
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そのような中にあって、当然のことながら、原発事故後暫くは、子供達を対象とする屋外

での環境教育やイベントは全て取りやめとなった。いわき地域環境科学会でも長年実施して

いた磯の観察会や小学校での環境教育支援も中断した。

一方、いわき地域環境科学会が原発事故発生１ヶ月後の平成 23 年 4 月下旬頃より、いわき海

岸での津波被害調査及び海岸砂浜と防潮林の放射能汚染調査を開始し、いわき海岸での防潮

林の有効性及び砂浜下層部を中心としてかなりの濃度の放射能汚染が判明した。

その結果、長年継続実施している磯の観察会や小学校での環境教育支援が不可能と判断して、

総力を挙げて海岸での放射能汚染調査を実施することを決めた。そのため、永崎海岸を先行

モデルとして、いわ

きの海岸砂浜の汚染調査及び汚染低減法の検討などを中心とした平成 23 年度の活動計画の

見直しを行い、日本財団に説明し、賛同が得られた。

その後のいわき市海岸における放

射能汚染調査から、放射能汚染が低

減し、環境活動を再開できる地域や

場所が見つかったことより、平成 24

年夏以降、磯の観察会や環境教育を

再開し始めた。具体的には同年 8 月、

三崎前海岸（小名浜三崎公園内）で

の「磯の観察会」、11 月には、豊間

海岸での「鳴き砂を調べ楽しむ会」、

12 月には、下神白海岸でのいわき海

星高校 3 年生対象の環境教育支援を

実施した。各活動を行う際には、

参加者自身がその場所での空間線量測定を行い、空間線量が通常の生活に影響がある 1mSv/y

に相当する 0.23μSv/h より低いことを確認することで安心感を持ってもらうことができた。

これらの活動を通して、いわき海岸砂浜での散歩や海水浴などの活動を復活することが、い

わきの経済活動の復活にも役立つと考えている。
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 平成24年 4月 8日・10日・20日・21日 ----------------------------------------- 勿来海岸

メッシュ調査の実施方法を検討するため、予備的にメッシュの間隔を１ｍ毎に実施した

１ｍ間隔でもかなりの変動があり、メッシュ間隔を狭くする方がより詳細な結果が得られるが、、

調査の作業量が大幅に増加するため、取り敢えず５ｍ間隔でメッシュ調査を実施した。

５ｍメッシュのデータを加工して、１０ｍメッシュ図を作成し比較した結果、１０ｍ間隔で

も同様の傾向が見られることが分かった。作業性を考慮して、今後は１０ｍ間隔で実施すること

にした。

上図は５ｍ間隔のメッシュ調査結果、下図は１０ｍメッシュ調査結果
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メッシュ調査より、海側の砂浜は環境基準である 1mSv/y に相当する 0.23μSv/h 以下

であった。陸側は 0.23μSv/h を超えたが、最大でも 0.5μSv/h 以下であった。

尚、全体としては、0.23μSv/h 以下は約７０％であった。

左上の写真は、予備調査の１ｍ間隔での測定状況である。尚、水溜まりがあるため、線量

計を放射能濃度分析時に使用する容器に入れて測定した。

右側は水溜まりでの測定時の写真である。水に浮かんだ容器が移動しないように、測定時間

（約 80 秒）は手で固定した。

 平成24年 4月 29日・5月 5日 ---------------------------------- 関田海岸（勿来海岸北側）

勿来海岸での予備調査で決定した１０ｍ間隔で関田海岸の砂浜表面のメッシュ調査を実施し

た。測定点は、３ヶ所の監視塔を基準線として、１００ｍ巻き尺を使い、１０ｍ毎の測定点に竹

製の割り箸を刺し位置決めした。

調査した日時の潮の干満状態により、波打ち際の位置が大きく異なるため、測定できる範囲

が変動し、月によって測定点が３０４点～４３３点となった。

右側の写真は、１００ｍ巻き尺で位置決めし、

線量計で調査している状況である。

下側の写真は、波打ち際での測定状況であるが、

波で測定器が持ち去られないように、波を監視し

ながらの作業であった。
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 平成24年 6月 2日 ------------------------------------------ 勿来海岸（関田海岸を含む）

関田海岸を含む勿来海岸の砂層部の

放射能濃度（Ｂｑ／ｋｇ）及び空間線量

（μＳｖ／ｈ）の調査を行った。

平成２４年度６月の調査は勿来海岸

に限定したため、調査地点を従来の６ヶ

所から１２ヶ所に増やした。

このことにより、従来の調査では空白に

なっていた勿来海岸と関田海岸の中間部

と勿来海岸の南側に調査地点を増やした。

調査時に使用する道具類を改善する

ことで作業の効率化を図った。

 平成24年 6月 25日 ---------------------------------------------------------- 勿来海岸

砂層部を含む海岸砂浜における放射能濃度、特に波打ち際の経時変化には海水による浄化作

用だけでなく、砂浜の砂自体が海底の砂との移動による交換が考えられた。 その理由の一つ目

は、いわき海岸砂浜の放射能汚染について、日本原子力開発機構の担当者と協議した時、海底の

砂が砂浜に移動する影響もあるとの知見を

知らされたこと、二つ目は、我々自身が調査

時の海岸砂浜の変化が大きいことを感じて

いたことであった。

砂浜の砂の移動を客観的に調査する方法

として、陸側から海側の直線状の３ヶ所の砂

層部に着色した砂を埋め、その着色した砂の

変化を調べることで、砂の移動を調査するこ

とにした。

写真は、着色した砂を砂浜に埋める作業状況である。色は試験を兼ねて、赤色、緑色及び黄色

に着色した砂を使用した。最後は砂浜の表面まで砂を埋め戻した。
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着色した砂の高さ（埋め戻し時の地表面の高

さ）が判断できるように、埋め戻しした砂の

中にヒモを入れ、更にその表面には印になる

ように、Ｓ字形のフックを取り付けた。ヒモ

とＳ字形フックにより、後日の調査時に、砂

層が増加しておれば、新たな地表からフック

までの高さで判断できる。また、逆に、砂層

が減少すれば、新たな地表からフックまでの

ヒモの長さが砂層が減少した高さと判断でき

ると考えた。本調査は、約２週間後の７月７

日に埋めた砂の状況を調査した。

 平成24年６月３０日・7月1日 ------------------------------------------------ 勿来海岸

関田海岸を含む勿来海岸砂浜表面の１０ｍメッシュでの空間線量調査を行った。

前回実施した時に目印用に打ち込んだ杭が役に立ち、作業の慣れもあって、８人×２日間で全作

業を実施できた。

 平成24年 7月７日 ----------------------------------------------------------- 勿来海岸

６月２５日に実施した予備的な着色砂による砂の移動状況調査結果を調べた。

先日着色砂を埋めた地点付近の砂浜の表面を調べたが、Ｓ字形フックやヒモは見あたらなかった

ことより、砂層部が増加したと判断して、掘り下げる作業を行った。

最も陸に近い方が砂の移動が少ないと考え、そこから作業を始めた。予想通り、数ｃｍ掘った時

点で着色した砂が現れた。埋めた円柱状の砂が崩れないように、注意しながら掘り進めた。

左上の写真は注意しながら掘り下げ、着色砂が現れた状況であり、埋めた時と同じ状態であった。

右上は掘り下げ作業中の状況である。海に近づくほど、砂のかぶり高さが大きくなり、最も海に

近い地点では約４５ｃｍまで掘り下げて、ようやく埋めた着色砂が現れた。このことより、高さ

で約４５ｃｍ分の砂が他所より運ばれたことになる。この予備実験で、海岸砂浜での砂の移動は

波打ち際の方はかなり大規模に行われていることが分かった。
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 平成24年 7月 18日・21日・8月 4日 -------------------------三崎前海岸・福島県水産試験場

いわき地域環境科学会毎年恒例の磯の観察会は、東日本大震災により平成 23 年度は開催でき

なかったが、24 年度には、磯での放射能汚染状況が屋外で活動できる目安である 0.23μSv/h よ

りも低くなったことが確認できたため、再開することになった。しかし、従来、磯の観察会を行

っていた永崎海岸～中の作海岸は地震による地盤低下のため、観察会に必要な生物が多い磯の部

分が大幅に小さくなっていることが

判明した。

そのため、他の候補地を探索した

結果、小名浜港の三崎公園内で、県の

水産試験場に近い三崎前海岸で実施

できそうなことが分かった。 7 月

18 日と 21 日の 2 日間で、観察会場の

三崎前海岸とその後の昼食、説明会な

どを行う水産試験場で、事前確認を行

い、津波時の避難方法、会場付近の放

射能汚染状況を確認し、問題なく実施

できることが分かった。上の図は津波発生時の観察会会場からの

避難ルートや避難に係る時間に係る資料である。

8 月 4 日は、好天に恵まれ、計画通りの内容で磯の観察会が実

施できた。観察会の参加者自身により会場駐車場から三崎前海岸

まで空間線量を測定してもらった。駐車場付近は樹木が多いこと

もあり比較的高い線量であったが、磯に近づくにつれて線量が低

くなり、波打ち際では 0.07μSv/h 程度になった。

観察会での参加者によるアンケート結果でも、自分達で測定し

会場の放射能汚染が十分低いことが確認できたことで安心して

参加できたと好評であった。このことより、科学会ではその後の

環境教育活動やイ

ベント時には参加

者自身による空間

線量測定を行って

いる。

右上の写真は、参

加者自身による線

量測定風景である。

また、右の図は参加

者による線量測定

結果である。
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午前中は三崎前海岸で磯の観察会を行い、昼

前に近くの水産試験場に移動した。昼食後、

磯で採取した生物などについてスライドで説

明を行った。その後、ウニやヒトデの縄抜け、

貝類による汚染水の浄化実験及び採取した海

藻を使っての標本作りを行った。

写真右は磯での生物探し状況、左下は海藻を使

った標本作り、右下はウニとヒトデを縄かけし

た時の状況である。

下の写真は、２枚貝による米のとぎ汁の浄化実験である。あさりは前日に鮮魚店から調達し

たもので、ムラサキイガイは当日の観察会時に採取した。結果は新鮮なシジミの方が浄化能力が

高かった。アンケートでも生物による浄化実験は驚きを持ったようで、好評であった。

左側がムラサキイガイ、右側があさりである。

 平成23年 8月 8日・9日------------------------------------------------------- 勿来海岸

平成 24 年度夏のいわき市での海水浴場は、諸般の情勢より勿来海岸のみの再開であった。

平成 22 年度にはいわき市全体で 80 万人、勿来海岸のみでは 18 万人の来客があったが、24 年

度は 8.5 千人弱と５％にも満たない人数であった。科学会として独自に、今後の来客数を増加さ

せるにも必要と考え、2 日間にわたって、勿来海水浴場で来客者に対する面談アンケートを行っ

た。尚、アンケート結果については、本報告書に掲載した。
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下の写真は、勿来海岸における海水浴客に対する面談アンケート時の状況である。

 平成24年 8月 26日 ------------------------------------------------- 舟門
ふなど

海岸・四倉海岸

２海岸で砂層部を含む放射能濃度と含水率測定用試料採取及び空間線量調査を実施した。

舟門海岸の調査数：放射能濃度は２ポイント、空間線量は４ポイント

四倉海岸の調査数：放射能濃度は６ポイント、空間線量は８ポイント

尚、ライン調査（地表面の空間線量調査、５ｍピッチ）は両海岸とも実施しなかった。

次頁に舟門海岸での調査時の写真を掲載した。舟門海岸は砂が少なく、殆どが玉砂利のため、

少し掘ると、周囲から崩れ易く、深く掘ることは難しい作業であった。

下の写真は、両方とも舟門海岸での調査風景である。砂が少ない海岸である。

 平成24年 9月 1日 ------------------------------------ 久ノ浜海岸・波立海岸・夏井川河口

３海岸で砂層部を含む放射能濃度と含水率測定用試料採取及び空間線量調査を実施した。

久ノ浜海岸の調査数：放射能濃度は２ポイント、空間線量は４ポイント、５ｍライン調査実施

波立海岸の調査数：放射能濃度は１ポイント、空間線量は２ポイント、５ｍライン調査実施

夏井川河口の調査数：放射能濃度は２ポイント、空間線量は４ポイント、１０ｍライン調査実施

久ノ浜海岸はいわき市の海岸では最も北側に位置することもあり、砂浜の空間線量は比較的高

い傾向にあった。また、砂浜近くの防潮林（松の木）の下は 5μSv/h 近くもあった。
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波立海岸の砂浜は石や砂利が多く、地盤沈下のため小さくなっている。

砂浜表面の空間線量は全般的に高く、波打ち際でも 0.2μSv/h 程度であった。

上の写真は、夏井川河口部の調査風景である。夏井川は河口部での砂堆積のため、海に流れる

ことができず、川は北側に大きくそれて、横川に入り,約４ｋｍ先で仁井田側と合流し、海に流れ

ている。

 平成24年 9月 2日 --------------------------------------------------------- 新舞子海岸

新舞子海岸のみ調査を実施した。放射能濃度は３ポイント、空間線量は８ポイントで実施した。

ライン調査は２ヶ所で実施した。測定間隔は砂浜は１０ｍピッチ、防潮林部は５ｍピッチで実施

した。砂浜表面の空間線量は 0.3μSv/h（陸側）～0.08μSv/h（波打ち際）と他の海岸に比べる

と比較的高い線量を示していた。また、防潮林部は 2μSv/h 近くもあった。

 平成24年 9月 9日 ------------------ 薄磯海岸・塩屋崎海岸・豊間海岸・合磯海岸・永崎海岸

この日は 5 海岸の調査を行った。

薄磯海岸の調査数：放射能濃度は４ポイント、空間線量は８ポイント、５ｍライン調査実施

塩屋崎海岸の調査数：放射能濃度は２ポイント、空間線量は８ポイント、５ｍライン調査実施

豊間海岸の調査数：放射能濃度は４ポイント、空間線量は９ポイント、１０ｍライン調査実施

合磯海岸の調査数：放射能濃度は１ポイント、空間線量は３ポイント、ライン調査はなし

永崎海岸の調査数：放射能濃度は４ポイント、空間線量は７ポイント、５ｍライン調査実施

左の写真は塩屋崎海岸の調査

風景である。砂浜に入る通路、

階段に立入禁止用の柵やロープ

が張られており、観光客も砂浜

に入れない状態である。
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右の写真は永崎海岸であるが、中間の水溜

まりのように見えるのは、天神前川からの流

れが南側（大平川側）に大きく曲がり、永崎

海岸の砂浜が分断されている。

永崎海岸だけでなく震災以降の海岸は地盤

沈下の影響が大きく、砂浜が大きく後退し、

水溜まりも大きくなった。

 平成24年 9月 12日 ------------------------------------------------- 小浜海岸・勿来海岸

２海岸で砂層部を含む放射能濃度と含水率測定用試料採取及び空間線量調査を実施した。

小浜海岸の調査数：放射能濃度は４ポイント、空間線量は８ポイント、５ｍライン調査実施

勿来海岸の調査数：放射能濃度は６ポイント、空間線量は１０ポイント、５ｍライン調査実施

左上の写真は小浜海岸の調査風景である。海岸付近の家屋の殆どは津波で流されなかったが、

かなり損壊したことより、殆どが空き家になっている。右上の写真はライン調査時の風景である。

陸から海へ５ｍピッチで地表の空間線量を測定している。

 平成24年 9月 22日 ---------------------------------------------------------- 関田海岸

関田海岸で砂層部を含む放射能濃度と含水率測定用試料採取及び空間線量調査を実施した。

調査数：放射能濃度は５ポイント、空間線量は７ポイント、５ｍライン調査を実施した。

関田海岸を最後に 8 月 26 日より実施したいわき海岸（計 14 海岸）の砂層部を含む放射能濃度

及び空間線量の調査を終了した。

 平成24年 10月 3日・4日・9日 ------------------------------------------------ 学校訪問

平成 25 年度に、海岸近くの小学校、中学校、高校での環境教育支援を再開するため、次頁に

示した１５校を訪問し、校長先生、教頭先生及び担当の先生方と意見交換を行った。

多くの学校では、大震災による津波被害及び原発事故による放射能汚染問題が続いているが、

いわき市の海岸環境に係る教育の必要性を認識していた。
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永崎小学校の校長先生を始め多くの学校から、子供たちに「海の恐ろしさと海の恵み」を教

える必要があるので、海岸での環境教育を再開したい。従って、いわき地域環境科学会に支援を

頼みたいとの話があった。いわき地域環境科学会は日本財団の助成を受けており、資金的にも必

要な支援はできると答えた。

下図は、訪問した学校の一覧である。赤字の学校は平成 25 年度に環境教育支援を再開するこ

とが決まった学校である。尚、いわき海星高校については、平成 24 年度から支援を開始した。

 平成24年 10月 21日 --------------------------- 久ノ浜海岸・四倉海岸・薄磯海岸・豊間海岸

海岸砂浜の放射能汚染状況の変化は、砂浜に流入する海水や小河川及び降雨などによる浄化

と汚染が関係するが、その他に、波や風による砂自体の移動が大きく影響すると考えられること

より、砂の移動を客観的に測定することにした。

前回は、着色砂を砂浜に埋める方法も試してみたが、「労多くして益少なし」となった。その

改善策として、５０A の塩ビ管の下部を砂浜に埋め、砂層部地下水の塩分濃度や位置などの情報

を得ると同時に、砂の移動も測定できるようにした。



いわき海岸の保全と環境学習プロジェクト 2012

14

 平成24年 10月 27日 ---------------- 勿来海岸・関田海岸・小浜海岸・永崎海岸・新舞子海岸

10 月 21 日と同じ目的のため、5 海岸で塩ビ管の下部を砂浜に埋めた。

 平成24年 11月 4日 ----------------------------------------------- 豊間海岸・豊間公民館

豊間海岸で、「鳴き砂を調べ楽しむ会」を実施した。

本イベントは、鳴き砂を守る会、サーファの会など１１の団体との共催で行った。午前は海岸の

清掃、空間線量調査、鳴き砂の分布などを豊間海岸で行い、午後からは豊間公民館に移動し、午

前に実施したデータを整理し、放射能汚染マップ及び鳴き砂マップを説明した。また、着色した

砂を使っての砂絵作製を行った。完成した砂絵をラミネートしたものをお土産にしたことで、参

加者から大変喜ばれた。

上の写真は、砂浜の清掃作業前

の状況である。参加者は最終的には

約１００名となった。

右の写真は砂絵を製作中と完成後

のもので、予め印刷されたイラスト

（動物、魚など）に着色した砂を

使って仕上げた。

 平成24年 11月 9日・16日・30日------------------------------ いわき海星高校・下神白海岸

本来は、平成 25 年度より環境教育支援を実施する予定であったが、学校側より、平成 24 年

から開始したいとの要請があり、学校に隣接している下神白海岸での鳴き砂に係る資料による講

習と現地調査及び海岸砂浜の汚染状況との関連などについて、3 日間（延べ５時間）の環境教育

講座を行った。尚、詳細については「いわき海星高校環境教育支援実施報告書」を参照。

 平成24年 9月 17日 ---------------------------------------------------- フラワーセンター

昨年（平成２３年）度は大震災の影響により開催できなかったが、今年度は第１６回子供環

境研究発表会を実施した。発表された作品は前半の部（３、4 年生）の 4 件と後半の部（5，6

年生）の 5 件であった。

今回は、従来の演壇から発表する方法から、各人がポスターの前で発表した後、来場者から

の質問を受ける方法に変更された。ポスターは 11 月 26 日迄、フラワーセンターに展示された。
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 平成24年 11月 23日・12月 1日 ---------------------------- 永崎海岸・四倉海岸・勿来海岸

11 月 23 日は永崎海岸、12 月 1 日は四倉海岸と勿来海岸において、埋設した塩ビ管を使い、

海岸砂浜における砂と地下水の移動等についての調査を行った。

 平成24年 12月 15日 -------------------------------------------------------- 夏井川流域

夏井川上流の五味沢から河口までの７ヶ所において、水辺の空間線量（μSv/h）を測定し、

更に砂を採取し、放射能濃度（Bq/kg）を調査した。

 平成25年 1月 16日・27日・2月 1日-------------------------------------------- 四倉海岸

平成２５年１月から３月の間は、四倉海岸の放射能汚染状を詳しく調べることになった。

具体的には、１月は南部側と陸地側を中心に 7 地点を追加し、合計 14 地点で調査を行った。

 平成25年 1月 20日 ---------------------------------------------------------- 福島高専

いわき地域環境科学会恒例の発表会（第 24 回目）を開催した。前半の部は５件、後半は 4 件

であった。

＜前半＞

◇ドイツ・北欧 エネルギーコミュニティー視察報告 ------------------------- 和田佳代子

◇いわき海星高校における環境教育活動報告 ---------------------------------- 平川英人

◇いわき市豊間海岸における『鳴き砂調査イベント』の一翼を担って ------------- 橋本孝一

◇いわき市海岸砂浜における放射能汚染調査報告 ------------------------------ 中西恒雄

◇海岸砂浜における砂層内の放射性セシウム濃度分布形成に関する検討 ---------- 斎藤隆人
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＜後半＞

◇衛星画像を用いた常緑針葉樹林地および里地水田群の分析 --------- 阿部直樹、菅野恵太

◇高分解能衛星画像と現地調査による松林の調査と分析 ----------------------- 柏原伸也

◇航空写真画像を用いた海岸林の面積算定 ----------------------- 熊倉 健、水野壮一郎

◇樹木の葉に含まれる放射性セシウムとその溶出特性 ------------------------- 遠藤拓哉

発表会終了後、高専内にて懇談会を開催した。参加者による発表会に係る意見交換をするなど

有意義な会であった。

 平成25年 2月 10日・11日・27日 ---------------------------------------------- 四倉海岸

四倉海岸の１０ｍメッシュによる地表面の空間線量調査を行った。

調査範囲が広く約 1000 ポイントになるため、線量計を 10 台使用して実施した。調査ポイントの

地点決めに予想以上の時間が掛かり、７～8 名／日で 3 日間を要した。

0.23μSv/h を超える地点は陸側に集中した。最大は 1μSv/h 近くになったが、枯れた松の木が

ある地点であった。

 平成25年 3月 16日・29日 ---------------------------------------------------- 四倉海岸

1 月に引き続き、砂層部を含む放射能濃度と空間線量を調査した。3 月は従来の調査地点（7

地点）に、南側を中心に 7 地点を追加し、14 地点で調査した。3 月には陸側を中心に 4 地点を

追加し、合計１８地点で調査した。SLL と更に陸側の SLLL 地点は海水の影響を受けないため、

１０ｃｍよりも深い場所は、一般的な陸上と同様に極めて低い線量となっている。

次頁に、最終の四倉海岸砂層部調査地点図を示した。
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3 月 29 日の調査をもって、平成 24 年度の活動は全て終了した。

平成 24 年度は、いわき市海岸、特に波打ち際に近い部分での放射能汚染が徐々に低減し、空間線

量が環境活動できる目安の 0.23μSv/h 以下になる場所が増加したことより、8 月には三崎前海岸で

の「磯の観察会」、勿来海水浴場の再開、11 月 4 日の豊間海岸における「鳴き砂を調べ楽しむ会」

及び 11 月の「いわき海星高校での海岸砂浜での調査」などの活動を行うことができた。
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２．平成２４年度・磯の観察会

平川英人

はじめに 東日本大震災から2年目の夏を迎えて中断されていたいわき地域の学校のプールが再開さ

れ、子供たちの笑顔が見えるようになってきた。しかし放射線量の影響でまだ海や山の自然観察会の

開催は懸念されていた。

当会では毎月数回いわき海岸の放射線量の調査をしきたが、波打ち際では0.1μSv/h以下といわき市

内のどの場所よりも低いという結果を得た。

そこで海の安全・安心を再認識できるよう、例年開催していた磯の観察会を2年ぶりに開催すること

になった。

現地下見 これまで永崎海岸で観察会を実施してきたが、東日本大震災で永崎会館が崩壊し使用でき

なったことにより三崎前海岸に変更したので、磯の観察会まであと 2 週間と迫った平成 24 年 7 月 21

日、いわき地域環境科学会のメンバー5 名で現地の下見に行くことにした。福島高専に集合して車 2

台に分乗して、三崎前海岸に向った。10 時半に着いたが、大潮まわりとあって随分潮が干いていた。

海岸にはメカブをつけたワカメがたくさん干上がっていた。磯の中でもタマジュズモ、ツノマタ、ウ

ミゾーメン、フクロノリ、マクサなどたくさんの海藻を見ることができた。ムラサキイガイの群生も

多くあった。至る所でアメフラシもいて、産卵期であるので通称ウミソーメンと呼ばれる卵隗を散見

した。イソカニの動く姿も見ら

れカニ釣りをしたら楽しく遊べ

そうであった。

波打ち際で放射線量を測定す

ると、0.1μSv/h以下と低く安心

した。

岩肌をむき出しにした岸壁があ

り、崩落の危険性があるので、

その近くは立ち入り禁止にした。

万一津波に襲われた場合の第

一避難場所として海抜15mに位

置する潮見台駐車場を、それで

も危険を感じた場合海抜45mに

位置するマリーンタワー広場を指定し、そこまでの避難経路を図示した。

磯の観察会 磯の観察会が平成 24 年 8 月 4 日に小名浜三崎公園の三崎前海岸で執り行われた。晴れ

て風がなく、この時期としては暑くもなく寒くもない絶好の行楽日和に恵まれた。平成 23 度は東日

本大震災のため中断し、平成 24 年度に入っても福島第一原子力発電所の放射線量の影響で参加者が

少ないのではと心配したが参加者が 18 名もいたので安心した。その内いわき市内から参加したのは

15 名で、福島市からの参加者も 3 名いた。子どもが 7 名で大人が 11 名であった。本会のスタッフは

14 名で、いわきの森に親しむ会から数名の応援を頂いた。



いわき海岸の保全と環境学習プロジェクト 2012

19

予定どおり 9 時に開会式が始まって橋本会長の挨拶の後、参加者 18 名を家族・知人関係に基づい

て 6 班に分けて、班毎に本会から 1 人の磯の生物などの説明員を付けた。

まず中西先生から放射線量の測定方法について説明があった。最初に集合場所であった潮見台駐車

場の放射線量を参加者が測定した結果、地表面で 0.164μSv/h であった。次ぎに観察会上へ向う途中

の音楽堂前の草むらで測定すると 0.285、ビーチパラソルを張った現地本部前で同じく 0.285、三崎

前海岸の砂場では 0.118、

波打ち際では 0.071μ

Sv/h でした。海辺に向か

うほど線量が低くなり、

波打ち際が特に低かった。

山から川を通って海へ流

れるので、海側の方が放

射線量が高いと思ってい

る人が多かった。この結

果で放射線量は海の方が

安全と思ってくれる人が

多くなった。次いで平地

学同好会会長の富田さん

から海岸地層の形成時期

について説明があり、参

加者は熱心に聞いていた。

開会式から 30 分後に

磯へ移動し磯の観察会が

始まった。海は透き通っ

ていて底まで海藻や磯の

動物が良く観察できた。

タイドプールではメカブ

を付けたワカメが特に多

く見られた。他にはアラ

メ、ピリヒバ、マクサな

どの海藻類、ムラサキイ

ガイなどの二枚貝、アラ

レタマキビ、カサガイな

どの巻貝を観察した。

子供たちはこれらを採集

してバケツに入れていた。暫くしてからカニ釣りの道具が届いた。竹製の箸の先端にタコ糸を巻きつ

けてタコ糸の先端にのしイカを付けた簡単な道具でしたが、大人も子どもと一緒にカニ釣りを楽しん

でいた。カニは餌に釣られて餌を食べていたが、手元まで吊り上げるのが至難の業であった。それで

も 5 匹釣ってバケツに入れている子どももいた。11 時半になって磯の観察会を終了して水産試験場へ

車で移動しました。
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水産試験場 3 階会議室で全員揃って弁当を食べた。科学

会からはみそ汁や飲み物、お菓子を提供した。昼食を済ま

せてから、3 階会議室隣の標本展示室に入り、福島県沖に

生息する魚貝類の標本や魚礁や魚網の模型を見学した。

午後から 2 つの実験をした。ウニとヒトデの体に何重に

もタコ糸を巻いて、1 時間後に抜け出ることができるかを

実験した。結果はヒトデについては、完全に抜け出すこと

ができましたが、ウニではそのまま変わらず失敗であった。

もう一つは汚れた水を二枚貝がきれいにできるかの実験で

あった。アサリとムラサキイガイを使用したが、両方とも 1 時間後にきれいになり、貝を入れない水

槽との違いをはっきり見ることができた。ムラサキイガイを使った実験は始めてでしたので、参加者

と一緒に我々も感動しました。

次ぎに、この日磯で観察した海藻と磯の動物の名前や特徴についてパワーポイントで説明した。

最後に海藻押し葉教室を開いた、子どもたちは全員参加して、大人も加わって 11 人で海藻押し葉

を作成した。海藻で自分の名前を入れたり、思い思いに海藻をケント紙に貼り付け楽しんでいた。こ

の作品については 1 週間後に乾燥してラミネート加工してから作成者全員に送付した。

終わってから、参加者全員に「ありがとうございました」と感謝されたので磯の観察会は成功した
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のかなと思った。反省すべき点も多々あったが、来年度は今年度以上に参加者にもっと喜んでいただ

けるように工夫をしたい。

アンケート結果 次回の磯の観察会に係る改善や今後の科学会行事への参加者増加などに活用する

ために、下記のアンケートを行った。８枚を回収したので、その内容を整理した。

［１］あなたは、この観察会の企画をどのような機会にお知りになりましたか？

１．当会の会報「ふぃーるど」の記事・・０枚、

２．当会のホームページ・・０枚

３．知人から・・２枚

４．福島高専主催の講座に参加した時・・３枚、

５．その他・・３枚（森と親しむ会会報など）

［２］これまで海辺での磯遊びなどをしたことはありますか？

１．今回が初めて・・２枚、 ２．ほぼ毎年来ている・・３枚、３．数回来たことがある・・３枚

［３］今回、この磯の観察会に参加されていかがでしたか？

１．楽しかった・・８枚、 ２．勉強になった・・２枚、 ３．少し物足りなかった・・０枚

（１と２の両方記入が２枚あり）

［４］今回参加されての感想を自由にご記入下さい（原文のまま記載しました）

◇あめふらしをはじめてもったのがおもしろかった。ひょう本作りが楽しかった。やどかりがめっ

ちゃいた！。かにをつったこと。放射能を測定したのが良かった。貝の浄化作用に感動した。

◇放射能の影響を考えて、危険なのか分からなかったが安心できた。（思ったより、海岸は低かった）

線量の検査を各自が測定して安心かどうか調べるのがとても良かった。海の風景、臭い、塩水、

生き物、全て不思議な安らぎがあり気持ちよかった。「海藻アート」も一度体験したかったです。

スタッフの方々、ご準備大変でしたでしょう、有り難うございました。

◇無料の参加にもかかわらず、皆さんとても親切にして下さり、お菓子なども準備して下さって、

とても楽しく過ごせました、有り難うございました。

◇海辺が線量が低いことが分かり安心しました。また、子供達と磯遊びをしたいです。

◇とても楽しく過ごしました。親では分からないこともあるので、先生方やスタッフの皆さんに教

えて頂けて有り難かったです。

◇自然の大切さと自然を守る大切さを感じることができました。

◇さきいかでカニをつるのは難しくつることはできませんでしたが、カニがはさみでイカをささん

でいる様子を見られて子供達は大喜びでした。

◇とても楽しかったです！。

［５］当会では、例年、今回のような「自然観察会」や「こども環境発表会」等を行っていますが、

そのような企画などの案内を望まれますか？

１．特に必要ない・・０枚、

２．連絡があれば、可能な限り参加したい・・７枚

以上がアンケート結果であった。参加された保護者と子供達の満足度はかなり高かったようあった。

尚、カニ釣りについてはもう少し工夫が必要かもしれない。

当科学会に対しての期待があるようで、次回行事についての連絡を希望していた。

今後、当会行事の周知（広報）方法を改善すれば、より多くの賛同者が得られると思った。
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３．小中学校・高校を対象とした海岸環境教育の実践活動

3.-1 活動の概要

いわき地域は、約 60km に及ぶ海岸線があり、砂浜や磯場、海食崖等多様な自然環境に恵まれ、

多くの動植物の生息場にもなっており、地域の社会生活を支える基盤にもなっている。しかし、

海岸には、多くのゴミ等が散乱したり、海へ流れ込んでいる川の水が生活排水等で汚れたままの

状態で海に注いでいるケースが多いため、海岸環境は必ずしも良好ではない。このような状況を

打開するためには、子供の時から、直接海岸環境に接する機会を系統的に創出し、海岸環境が持

つ多様な教育力を引き出す企画を通じて良好な海岸環境の保全を図っていくことが大切である。

当会では、これまで、日本財団の助成をいただきながら、主に永崎小学校を中心に海岸環境学

習の実践活動を進めてきた。しかし、2011 年 3 月 11 日の大震災により、多くの人命が奪われる

と共に、海岸に面した家屋の流失、海岸線の後退、地盤沈下、放射能汚染等いわき海岸は大きな

ダメージを受けた。このため、いわき海岸全体を視野に、まずは、学校現場を訪問し、今後の環

境教育の可能性について、事情聴取を行なった。

以下、訪問した学校とその時の概要は下記の通りであった。

◆ 学校訪問 平成 24 年 10 月 3 日・4日・9日

海岸近くの小学校、中学校、高校での環境教育支援を再開するため、上表に示した１５校を訪

問し、校長先生、教頭先生及び担当の先生方と意見交換を行った。多くの学校では、大震災によ

る津波被害及び原発事故による放射能汚染問題に直面して、いわき市の海岸環境に係る教育の必

要性については強く認識していた。永崎小学校の校長先生を始め多くの学校から、子供たちに「海

の恐ろしさと海の恵み」を教える必要があるので、海岸での環境教育を再開したい。

従って、いわき地域環境科学会に支援を頼みたいとの話があった。いわき地域環境科学会は日

本財団の助成を受けており、資金的にも必要な支援はできると答えた。

年月日 場所 実施事項など

平成２４年

10 月 3 日 海星高校・四倉高・永崎小 環境教育支援に係る学校訪問

10 月 4 日 汐見丘小 環境教育支援に係る学校訪問

10 月 9 日 小名浜高・四倉高 環境教育支援に係る学校訪問

11 月 9 日 いわき海星高校 環境教育支援実施（鳴き砂）

11 月 16 日 いわき海星高校・下神白海岸 環境教育支援実施（鳴き砂）

11 月 30 日 いわき海星高校 環境教育支援実施（鳴き砂）

平成２５年

2 月 7日 川前中・四倉小・小名浜高 環境教育支援に係る学校訪問

2 月 12 日 永崎小・四倉小・四倉高 環境教育支援に係る学校訪問

3 月 13 日 汐見丘小、勿来２小、小名浜２小、豊間小 環境教育支援に係る学校訪問
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◆ いわき海星高校での学習支援 平成 24 年 11 月 9 日・16 日・30 日

本来は、平成 25 年度より環境教育支援を実施する予定であったが、学校側より、平成 24 年か

ら開始したいとの要請があり、学校に隣接している下神白海岸での鳴き砂に係る資料による講習

と現地調査及び海岸砂浜の汚染状況との関連などについて、3 日間（延べ５時間）の環境教育講

座を行った。

◆ 学校訪問 平成 25 年 2月 7 日、12 日、3月 13 日

汐見丘小、勿来２小、小名浜２小、豊間小などの 10 校を訪問した。2012 年度内での環境教育の

実施は困難であったが、2013 年度の学校行事での対応可能性について話し合った。その結果、汐

見丘小、勿来２小の両校では、十分対応可能であるとの感触を得た。
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3-2 いわき海星高校における環境教育と今後の学習支援の可能性

いわき地域環境科学会では日本財団の助成を受けて平成22年度から永崎小学校において環境教育支

援事業を開始した。平成23年度には東日本大震災の影響で環境教育を中断した。

身近にある海岸が、多様な環境機能を持っていることを理解し、海岸環境の保全に積極的に関わって

いける人材を育成することを目標に平成24年度には平成24年11月にいわき海星高校で鳴き砂をテーマ

とした環境教育を3回に分けて実施した。今回はその結果について報告する。受講者は海洋科2年生18

名であった。

1回目（平成24年11月9日） 講義時間50分間

いわき海星高校の4階実習室で鳴き砂と環境との係わりについてパワーポイントで講義をした。その

内容は鳴き砂の分布は全国各地に分布しており、日本海側が多く、太平洋側では、いわき市が南限に

なっている。京都府丹後市では琴引浜鳴き砂文化館があり、観光事業に貢献している。砂の粒径は細

砂と中砂で占められていること、石英が65％以上と多く含まれていること、近くに花崗岩を多く分布

する山地がある等一般的知見を説明した。またいわき市における鳴き砂の海岸を示すとともに、東日

本大震災に影響されずに残ったことを示した。

2回目（平成24年11月16日） 実習時間100分間

海星高校前の下神白海岸で鳴き砂の野外実習を実施した。この日はいわき地域環境科学会より6名が

参加して、いわき鳴き砂を守る会より2名の応援を得た。海星高校生は16名が受講したので、4名ずつ4

グループに分けてグループ別に調査した。下神白海岸を南北160m、東西50mを調査範囲として、南北2

0m、東西5mのメッシュに分けて鳴き砂を調べた。よく鳴く砂が多かったせいか、生き生きとした表情

で調べていた。また各メッシュ毎に放射線量を測定するとともに、班ごとに鳴く砂と鳴かない砂を後
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程分析用に採取した。放射線量は波打ち際では0.03～0.04マイクロシーベルトと低い値を示していた。

海岸実習が終わってから武道館で砂の粒度組成を調べたり、汚れの指標となる透視度やCOD（パック

テスト）を調べた。大きい砂が混じっている場所では砂が鳴かない等、実感したようだった。

3回目（平成24年11月30日） 講義時間50分間

下神白海岸で鳴き砂実習をした結果や考察の仕方等についてパワーポイントで説明した。

講義の最後に4グループの代表から感想を発表したが、鳴き砂を初めて知ることができて興味を持った

ようだった。帰りに校長室で来年度の予定

を打ち合わせたが、今回の企画に対しては

好評で他の学科にも広げていって欲しいと

のことであった。

右の写真は説明状況である。

左下の写真は下神白海岸での鳴き砂調査結

果であり、比較的良くなる場所が多かった。

左下の写真は下神代海岸の砂浜表面の空間

線量調査結果である。陸側の方が少し高い

が、波打ち側の方は低く、震災前の数値近

くまで低減していた。
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アンケート調査結果

今後、他の高校へも支援を行う計画があるため、より良い支援を行うために、講座終了後に参加し

た生徒に対しアンケート調査行った。結果は、次のとおりであった。

［１］第１回目（11月9日）の（室内）講座について（室内学習～鳴き砂の基礎的な話）は、参考にな

りましたか？

１．鳴き砂についての理解が深められた（１６）

２．あまり参考にならなかった（１） ３．その他（０）

［２］第２回目（11月16日）、海岸での現地調査、室内分析）について

○海岸での放射線量の調査を行って、どのように感じましたか？

１．思っていたより線量が低いと感じた（１６）２．思っていたより線量が高いと思った（１）

３．その他（０）

○鳴き砂の調査を行って、どのように感じましたか？

１．思っていたより鳴き砂があるので驚いた（１６） ２．思っていた通りであった（０）

３．その他（０） 回答なし＝１

○砂の分析（篩い分け、砂洗浄水のＣＯＤ、透視度）に関して、どのように感じましたか？

１．楽しかった（１４） ２．あまり意味が分からなかった（１）

意見（貴重な体験ができて勉強になった、透視度が低いと思った）

［３］今日の講座（11月30日、室内での講座）はどうでしたか？

１．参考になった（１５） ２．あまり参考にならなかった（２） ３．その他（１）

意見（グラフがないが分かり易かった）

［４］今後、海辺での学習をするとしたら、どのような内容の講座を望みますか？

自由にお書き下さい。（回答なしは３名）

・海水や川の放射線量について

・貝殻を調べたい

・鳴き砂を初めて聞いたので、こんなに鳴くなんて驚きました

また、調査したいと思いました

・下神白海岸は鳴き砂と関係があるのか？（×２名）

・海辺にはどんな生物がいるか（×３名）

・海の放射線量を知りたい

・砂の城をつくる

・砂の粒を調べたいと思う

・今回の鳴き砂の調査はとても楽しかった。鳴き砂を丸いカプセルに入れ、その中に鉄の玉を

入れ振ればなるのかなぁ？
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3.3 今後の環境教育の可能性 環境教育のこれまでの取り組み状況と平成25年度以降の環境教育支

援を希望しているかを、いわき市内沿岸部の小中学校及び高等学校16校を訪問して、次の回答を得た。

尚、回答は校長先生か教頭先生から得た。

小学校

◇四倉小学校では漁業で栄えた町なので、海辺の学習は大切にしたい。大震災前は砂の芸術祭を実施。

明星大の防災教育に参加。先生方に提案してみるが、可能性は薄い。

◇高久小学校では現在、学校行事に特に制約はない。海岸の場合津波が心配である。平成25年度の環

境教育支援は受けない。

◇豊間小学校では平成24年度は明星大から再生エネルギーと今後のビジョンを学習した。平成25年度

はキャリア教育と英語に重点を置くため環境教育は難しい。

◇永崎小学校では平成21・22年度とも学習支援の実績あり、従来から定期的に打合せをしている。

平成25年度も6～7月に学習支援を実施する。

◇小名浜第２小学校では1、2年生がアクアマリーン見学を実施、３年生では海星高練習船に乗船した

ことがある。小教研で家庭科の指定校となって食育教育と算数の学力強化で環境教育は困難である。

◇汐見ヶ丘小学校では海岸清掃をしていたが、大震災前に中断した。平成25年度は10月4日修学旅行の

日に4年生に学習支援を実施する。

◇勿来第２小学校では身の回りの環境調査。海岸清掃に参加していた。総合学習で5年生対象に8月下

旬から10月上旬に受け入れ可能である。

◇江名小学校では市の環境アドバイザーから講義を受けている。いわきの森に親しむ会から学習支援

あり、既に取り組んで知るので追加は困難である。

◇川前小学校では過去に学習支援の実績あり。平成25年度は6月に環境支援を受ける予定である。

中学校

◇四倉中学校では節電・節水・クリーン作戦、1年生が汗顔のハマボウフウ観察会を実施した。25年度

は環境支援の可能性はない。

◇小名浜第２中学校では平成24年祖は各学年で4時間放射線教育を受け、通学路のクリーン作戦を実施

した。平成25年度は取り組みの可能性がない。

◇勿来第２中学校では関田海岸でクリーン作戦をしたことがある。平成25年度の学習支援の可能性は

ない。

◇川前中学校では過去に学習支援の実績あり。平成25年度は6月に環境支援を受ける予定である。

高等学校

◇四倉高校では大震災前は清掃ボランティアを全校で取り組んでいた。平成25年度は環境教育支援を

受けたい。

◇小名浜高校では理科「科学と人間生活」で環境教育を取り上げることが可能。平成25年度は環境教

育支援を受けたい。

◇いわき海星高校では平成24年度の実績あり、25年度も積極的に環境教育を受ける予定であることを

確認した。

以上の16校を訪問して小学校では永崎小、汐見ヶ丘小、勿来2小、川前小の4校、中学校では川前中

の1校、高校では四倉高、小名浜高、いわき海星高の3校からの環境教育の支援の申し込みがあった。

平成25年4月以降に実施計画について打ち合わせる。
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4. いわき市海水浴場放射能濃度調査報告書（平成 24 年度）

いわき市には、総延長約 66km の海岸線があり、そこにある多くの海水浴場には

毎年、県内外から多くの海水浴客が訪れていた。しかし、平成 23 年 3 月に発生し

た東日本大震災による大津波と地盤沈下及び福島第１原発事故により放出された

放射性物質による汚染のため、平成 23 年度では、いわき市の全海水浴場がオープ

ンできなかった。

いわき市では、平成24年度に海水浴場がオープンできるかの判断の一環として、

平成 24 年 1 月から 3 月にわたるいわき市の海水浴場における放射能汚染状況調査

を調査することにした。いわき地域環境科学会ではその調査に協力して調査活動を

行った。

いわき市ではその調査結果も含めた総合的な判断によって、平成 24 年度にオー

プンする海水浴場は勿来海水浴場のみとなった。いわき市では更なる安全確認のた

めに下記調査を行うことになり、いわき地域環境科学会も協力して調査した。

1）平成 24 年 4 月から 8 月での勿来海岸（関田海岸を含む）の砂浜表面での

10ｍメッシュの空間線量（μSv/h）に係る調査（2 か月ごと、計 3 回実施）

2）同年 4 月から 8 月の勿来海岸（関田海岸を含む）砂浜の上部及び砂層部

の空間線量と放射能濃度（Bq/㎏）に係る調査（2 回実施）

3）同年の海水浴シーズン後（9 月）のいわき市内全海水浴場での従来通り

の空間線量と放射能濃度に係る調査（14 箇所）

尚、上記記調査結果などの報告に関して、各調査方法及び測定、分析方法

は従来と同じため、本報告書では具体的、詳細な記述内容については省略

した。
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4-1 活動概要

4-1-1 活動の名称

いわき市海水浴場における放射能汚染状況の調査（2 回目）

4-1-2 活動の目的

平成 24 年度に再オープンする勿来海水浴浴場の放射能汚染に係る安全確認を行うために、

平成 24 年 4 月から 8 月までの勿来海水浴場（関田海岸を含む）砂浜表面における 10ｍメッ

シュでの空間線量及び砂層部における放射能汚染（空間線量及び放射能濃度）に係る調査を

行った。また、放射能汚染状況の変化を知るため、海水浴場閉鎖後のいわき市全海岸におけ

る従来通りの砂層部を含む調査を行った。

4-1-3 調査場所及び調査回数など

1）勿来海岸砂浜表面の 10ｍメッシュの空間線量調査

調査場所：関田海岸を含む勿来海岸（海水浴場部分）

期間及び回数：平成 24 年 4 月、6 月、8 月の 3 回実施した。

2）勿来海岸の砂層部を含む空間線量と放射能濃度調査

調査場所及び調査地点：勿来海岸部は 4 箇所、関田海岸部は 7 箇所

期間及び回数：平成 24 年 4 月～8 月、2 回の調査を行った。

3）全海岸の砂層部を含む空間線量と放射能濃度調査

調査場所：いわき市の海水浴場部の海岸（14 箇所）

期間及び回数：平成 24 年 9 月に各 1 回を実施した

4-1-4 調査項目（測定及び分析項目）

1）空間線量（μSv/h）：各調査地点の地上 1ｍ、10 ㎝、地表及び 10 ㎝深さ毎

に測定した。

2）放射能濃度（Cs134 及び Cs137、Bq/㎏）は地表及び 10 ㎝深さ毎に試料を採

取し、その放射能濃度を測定した。

尚、放射能濃度は Cs134 と Cs137 の合計値を使用した。

3）採取試料の含水率（wt％）

無水（乾燥）時の放射能濃度を得るために、各試料の含水率を測定した。

4）勿来海水浴場のオープン中に、来客への面談アンケートを行った。
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4-2 調査概要

4-2-1 調査場所及び調査地点

調査地点は、原則として前回（平成 24 年 3 月度）と同じ地点とした。

4-2-2 空間線量調査地点

空間線量調査地点は、放射能濃度測定地点と同位置のみに加えて、各測定地点での砂浜部

の陸側から波打ち際までを 5ｍ間隔で測定した。（ラインメッシュ調査と称している）

尚、新舞子海岸については 10ｍ間隔とした。

4-2-3 調査月日

平成 24 年 9 月の調査としたが、舟門と四倉海岸については、8 月 26 日の調査となった。
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4-3 空間線量測定

4-3-1 空間線量測定について

空間線量（μSv/h）は、比較的簡易に測定でき、一般

に知られている測定法であるため本調査でも採用したが、測

定機器などにより、測定値にバラツキがあるため、比較的多

く採用されている堀場製作所の環境放射線モニタ（PA-1000

及び PA-1100）を採用した。

4-4 放射能濃度の分析用試料について

4-4-1 試料の採取

1）採取概要

放射能濃度測定は福島高専門芥川研究室にある日立アロカ

メディカル社製、CAN-OSP-NAI（2 基）を使用した。

測定試料容器は当測定器指定の蓋付きタッパ（佐野屋産業社

製、丸形 V-11）を使用した。

2）試料容器の保管

放射能濃度測定後の試料容器は再分析などを可能にするた

め、福島高専内に専用保管棚を設置して保管してある。
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4-5 含水率測定方法及び補正方法

4-5-1 含水率測定の目的

放射能濃度に係る文献値の多くは乾燥（無水）状態における濃度に換算されて、記載され

ている。今回の測定値を文献値と比較できるように、各試料の含水率を測定し、測定及び分

析データ表に、含水率と換算値を記載した。

尚、本報告書のグラフなどには補正しない調査時の状態（含水）のデータを使用した。

含水率（質量％）＝湿潤砂中の水の質量（ｇ）/湿潤砂の質量（ｇ）×100

4-6 各海岸のまとめ

各海水浴場における調査地点による空間線量の差異（バラツキ）を調べた。

参考例として、勿来海岸の９月度における状況を示した。

図のように、同時期、同海岸でも場所によって、空間線量（放射能濃度でも同様）に

かなりのバラツキがあることが分かる。
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4-6-1 久之浜海岸

1）砂浜の概況：背後地は、震災により甚大な被

害を受けた。同じ久之浜海岸でも地形的な影響

を受け、被害の程度は異なっているようである。

海岸北部に流れ込んでいる大久川河口部は地盤

沈下の影響を受け、大幅に海水が遡上するよう

になっている。

2）空間線量の動向：地表線量は

陸側で、0.5μSv/h 前後であったが、

海側では 0.16μSv/h 前後であった。

3）砂層部の空間線量は、海側では下層ほど高い線量を示し、陸側では表面に近い 0～10cm

の深さで高い値を示した。
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4-6-2 波立海岸

1）砂浜の概況：浜辺は砂利の多い海岸である。

海水浴場の北側では、護岸工事が進められて

いる。震災後、やや砂浜が後退している。

2）空間線量の動向：地表線量は 0.3μSv/h 前

後で、特に場所による変動は認められなかっ

た。

3）砂層部の空間線量は調査地点は１箇所であっ

たが、測定期間中、ほぼ同様な傾向を示

し、やや表面で高く下層ほど低くなっている。
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4-6-3 舟門海岸

1）砂浜の概況：周りを岩礁に囲まれ、全体

が入江になっており、波は穏やかである。

震災後はやや砂浜が後退している。

2）空間線量の動向：地表線量については、

砂浜部で 0

.3～0.4μSv/h 程度であるが、

髙台にある駐車場

では、背後の山の影響を

受け、0.5～1.3μSv/h を示す等、高い値

を示している。

3）砂層部空間線量は低いレベルであるが、

測定した２地点とも、やや表面での線量が高く、下方で低い傾向を示している。
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4-6-4 四倉海岸

1）砂浜の概況：震災後、海岸線が大きく

後退したこと、地盤沈下の影響を受け、

大きな水溜まり（淡水）ができている。

3 月 18 日時点では、監視塔まで水面が

広がっていた。

2）空間線量の動向：地表線量については、

水溜まり近傍でやや高いものの、全体と

して低い値であった。

3）砂層部の空間線量は、海よりの地点（SS、

C、N)では全体として低く、陸側の地点

では、下層部で高くなる傾向を示した。
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4-6-5 夏井川河口

1）砂浜の概況：夏井川河口は、近年、河口

閉塞の状態にある。昨年の震災時の津波襲

来時には、一旦河口の閉塞が解かれたが、

その後、数日で元の状態に戻っており河口

閉塞の状態が続いている。夏井川の水は、

横川を通じて、仁井田川に注いでいる。

2）空間線量の動向：地表線量については、

５箇所ほど測定したが、河口内陸部の泥溜

り部で若干高い値を示した。

3）砂層部の空間線量は、海側の測点では低いものの、陸寄りの L 地点で、2,3 月とも

地下 10cm 以深でやや値が高くなっている。
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4-6-6 新舞子海岸

1）砂浜の概況：海岸線近くの砂浜は、大

きく傾斜している。また海岸駐車場及び

背後の海岸林も大きな影響を受けている。

2）空間線量の動向：地表線量については 8

箇所測定したが、駐車場に隣接した松林

での線量が 1.0μSv/h を超える値を示し

た。

3）砂層部の空間線量は、場所、月により

かなり異なる傾向を示している。
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4-6-7 薄磯海岸

1）砂浜の概況：海岸背後地は、豊間地区

と同様、津波により壊滅的な被害を受け

た。海岸線も震災前と比較し、かなり後

退している。

2）空間線量の動向：地表線量については、

8 地点で測定したが、陸側で高い傾向を

示している。

3）砂層部の空間線量は、海側の測点では

低いものの、陸寄りの地点（NL,CL,SL）

では、地表面下 10～20cm で高い値を示

している。
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4-6-8 塩屋崎海岸

1）砂浜の概況：地形的な関係で、津波被

害を免れた地域である。美空ひばりの歌

碑売店等には、観光客も戻ってきている。

2）空間線量の動向：2 月から測定を開始

した。地表線量については、8 地点で測

定した。0.5～1.0μSv/h と高い値を示

す地点もあった。

3）砂層部の空間線量は、2 箇所で測定し

たが、地表近くで高い値を示している。
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4-6-9 豊間海岸

1）砂浜の概況：海岸背後地は、

津波により壊滅的な被害を受けてい

る。海岸線はかなり後退している。

陸寄りの砂浜部分で、砂浜表面が

黒い物質に覆われていることが多

く、砂の移動が想定されるが、「鳴

き砂」は健在であった。

2）空間線量の動向：地表線量につい

ては、6～9 地点で測定したが、海岸

砂浜部は低く、海岸背後地でやや高

い値を示した。

3）砂層部の空間線量は、5 地点で観測したが、下層部ほど高くなる傾向を示している。
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4-6-10 合磯海岸

1）砂浜の概況：調査期間を通じて海岸

線が後退する傾向が見られ、満潮時に

は、海水浴場となっている部分の砂浜

は、冠水しがちであった。海岸背後地で

は、津波による被害の痕がみられた。

2）空間線量の動向：地表線量では、南

岸壁寄りでやや高い傾向を示している。

3）砂層部の空間線量については、非常に

低い状態であった。
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4-6-11 永崎海岸

1）砂浜の概況：津波の直後はテトラポット

等が海岸に散乱していていたが、一時姿を

消した海鳥も見られるようになっている。

砂浜の広さも若干の後退が見られるが落ち

着いてきている。砂浜に流入している大平

川と天神前川は、時々流路を変えている。

2）空間線量動向：護岸階段に近い CL 地点

では、0.13～0.16μSv/h あったが、他の

地点では、概ね 0.1μSv/h 程度であった。

3）砂層部の空間線量については、特徴的な 5 地点で測定した。渚に近い CS 地点では、

表面～下層部ともほぼ同じような低い線量を示した。S 地点、C 地点、N 地点、CL 地

点は、表層部の線量は低いが下層になるに従って線量が高くなる傾向を示している。

4）砂層部の 40cm 以下では、線量がやや高くなる傾向が見られる。



いわきの海岸環境復元プロジェクト 2012

44

4-6-12 小浜海岸

1）砂浜の概況：本海岸は入江になっており、

波は静かで、砂浜も震災前とほとんど変化

していない。防波堤が津波で破壊され、海

岸背後地の民家が大きなダメージを受けて

いる。

2）空間線量の動向：全体として低い値を

示した。地表線量については、8 地点につ

いて測定した。北西方向の１地点（岸壁寄

りで、石櫟が積み重なっている地点）で

0.11μSv/h を示したが、他の地点では、0.1μSv/h 以下で、他のいわき地区の海岸

の中では、最も低い値を示している。

3）砂層部の空間線量は、４地点にて下層部の放射線量を測定した。いずれも低い値を示

しているが、観測点毎に異なった傾向が認められる。C 地点では 20～40cm の深さで放

射線量が高い傾向を示した。S 地点では、下層になるに従って線量が高くなり、N 地点

及び SL 地点では、全層にわたって低い値を示している。
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4-6-13 関田海岸

1）砂浜の概況：概ね震災前と同様な状況で

海岸環境は比較的良好に保たれている。

2）空間線量動向：７地点を測定した。岸壁

寄りの地点で、0.18～

0.11μSv/h を示し

たが、他地点は 0.1μSv/h 以下で、特に

海寄り地点では、0.06μSv/h 程度と低い

値を示している。

3）砂層部の空間線量は、調査期間を通じて、

地下 20～30cm の地点で 300Bq/kg 程度の

放射能濃度が観測されたが、表層及び 50cm 以深では、ほぼ「ND」状態であった
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4-6-14 勿来海岸

1）砂浜の概況：砂浜は、震災後も比較的良好

に保たれている。2 本の小河川が砂浜を横断

し、一部に水溜まりができており、調査の度

に流路が変化していた。

2）空間線量の動向：地表面の放射線量では、

S 地点及び S 地点と海岸線に並行な地点及び

陸側では、比較的高い値を示したが、N 地点

及び浪打際に近い砂浜

では、低い値であった。3）砂層部の空間線量は、1 月の調査では、S 地点の表層部が大き

な値を示し、2、3 月

においても同様な傾向を示した。このため、2 月、3 月の調査では、S 地点近傍の測定

点を増やした。その結果、SL、SLS 地点も S 地点と同様な傾向を示した。
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5. 勿来海岸における放射能汚染状況の調査結果報告書

平成 24 年度の海水浴場として開設が見込まれた勿来海岸の放射能汚染に係る現地調査

(平成 24 年 4 月～9 月)を行った。

また、勿来海水浴場開設時に、海水浴場来場者へ面談アンケートを行った。

それらについて下記の報告をする。

［Ⅰ］ 勿来海岸における砂浜表面空間線量のメッシュ調査

［Ⅱ］ 勿来海岸における砂層部を含む放射能汚染状況調査

［Ⅲ］ 勿来海水浴場来場者に対する面談アンケート調査

今回の調査に当たっては、現地調査では「いわき地域環境科学会」、放射能濃度分析は「福

島高専芥川研究室」、含水率測定は「福島高専原田研究室」に協力を頂きました。

5-1 勿来・関田海岸における砂浜表面空間線量のメッシュ調査

5-1-1 調査方法

平成 24 年度夏に、勿来海水浴場を再オープンできるかの判断の一環として、海水浴場

砂浜表面全域の 10ｍ間隔での空間線量調査(10ｍメッシュ線量調査)を行った。

5-1-2 調査結果

空間線量値(μSv/h)は各メッシュボックスに記載した。

各メッシュボックスの色を 0.23μSv/h(年間被曝量 1mSv に相当値)を超えるものはボッ

クスの色を茶色に表示し、分かりやすくした。

尚、調査範囲が横に広いため、勿来南、勿来北Ａ、勿来北Ｂに区分して表示した。(北

部はＡとＢを合体したものも表示した)

勿来海水浴場の再開に当たって、放射線量の分布状況を確認するために、平成 24 年 4

月、6 月及び 8 月の 3 回、勿来海岸の砂浜表面における空間線量分布を明らかにするた

めの下記方法による 10ｍ間隔メッシュ調査を行った。

1)勿来海岸南側(旅館「浦島」～岩礁近くの監視塔)の海岸線に沿った南北 310ｍ、

陸側から波打際までの 60～170ｍ(潮汐の状況により波打際迄の距離が異なる)の間

で行った。

2)勿来海岸北側(関田海岸寄り、上記の監視塔～ホテルちひろの北 100ｍ地点)の南

北約 600ｍ、陸側から波打際までの 30～110ｍの区間を対象に実施した。

3)メッシュ調査の結果を資料 1～資料 3 に示した。資料より、下記のような状況が見

られた。

5-1-3 勿来海岸南側

①放射線空間線量を一般的に安全基準とされている「0.23μSv/h」を基準に区分した。

基準値を超えるメッシュ数は、4 月には 114 箇所あったが、6 月には 58 箇所、8 月に

は 56 箇所とやや減少傾向にある。

しかし、やや高めの地点は移動しない傾向が見られた。

②空間線量が比較的高い箇所は、陸寄りに帯状に広がっている。

4 月の最大値は 0.566μSv/h、 6 月の最大値は 0.500μSv/h
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8 月の最大値は 0.463μSv/h

このような傾向を示す要因は、その領域に流入している河川からの放射性物質の

供給や降雨時等における陸側平地部からの放射性物質を含む土砂の供給などが

考えられる。

③勿来海岸メッシュ図における A 線の空間線量の推移は、図－１のようであった。

ａ)陸側から波打際方向の空間線量の推移は、陸側階段部から 30～60ｍの所

でやや濃度が高くなるが、波打際では 0.1μSv/h 前後に低下する傾向が見

られた。

ｂ)波打ち際近傍では、4 月にはやや高い線量を示していたが、6 月以降は低く

なっている。

5-1-4 勿来海岸北側(関田海岸)

①「0.23μSv/h」を基準として、基準値を超えるメッシュの数は、4 月では 15 ヶ

所、6 月は 10 ヶ所、8 月は 3 ヶ所と勿来海岸南側に比べ、かなり低い傾向にあ

ることが分かった。
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［資料］ 勿来・関田海岸における砂浜表面

空間線量のメッシュ調査結果

資料の目次

(資料１)平成 24 年 4 月度

１－１．勿来海岸(南部)、 １－２．勿来海岸(北部全体図)

１－３．勿来海岸(北Ａ部)、 １－４．勿来海岸(北Ｂ部)

(資料２)平成 24 年 6 月度

２－１．勿来海岸(南部)、 ２－２．勿来海岸(北部全体図)

２－３．勿来海岸(北Ａ部)、 ２－４．勿来海岸(北Ｂ部)

(資料３)平成 24 年 8 月度

３－１．勿来海岸(南部)、 ３－２．勿来海岸(北部全体図)

３－３．勿来海岸(北Ａ部)、 ３－４．勿来海岸(北Ｂ部)

(資料１－１)勿来海岸(南部)・平成 24 年 4 月測定
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(資料１－２)勿来海岸北部全体メッシュ図・平成 24 年 4 月測定

(資料１－３)勿来海岸北Ａ部メッシュ図・平成 24 年 4 月測定
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(資料１－４)勿来海岸北Ｂ部メッシュ図・平成 24 年 4 月測定

(資料２－１)勿来海岸(南部)・平成 24 年 6 月測定

(資料２－２)勿来海岸北部全体メッシュ図・平成２４年６月測定
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(資料２－２)勿来海岸北部全体メッシュ図・平成 24 年 6 月測定

(資料２－３)勿来海岸北Ａ部メッシュ図・平成 24 年 6 月測定
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(資料２－４)勿来海岸北Ｂ部メッシュ図・平成 24 年 6 月測定

(資料３－１)勿来海岸(南部)・平成 24 年 8 月測定
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(資料３－２)勿来海岸北部全体メッシュ図・平成 24 年 8 月測定

(資料３－３)勿来海岸北Ａ部メッシュ図・平成 24 年 8 月測定
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(資料３－４)勿来海岸北Ｂ部メッシュ図・平成 24 年 8 月測定



いわきの海岸環境復元プロジェクト 2012

56

5-2 勿来海岸における砂層部を含む放射能汚染状況調査

5-2-1 調査方法

平成 24 年度夏に、勿来海水浴場を再オープンできるかの判断の一環として、勿来海

水浴場砂浜の下層部を含む放射能汚染状況を調査した。

尚、5 月度は 5 月 5 日に、6 月度は 6 月 2 日に調査を行った。

砂層下部の線量をより詳しく調査を行うために、調査箇所は 1 月～3 月度の調査時の

9 ヶ所から 13 ヶ所に増加した。(北部：4→7 ヶ所、南部：5→6 ヶ所)

5-2-2 調査結果

◇勿来海岸(南部)については、6 ヶ所(勿来 1L,1C,1S,勿来 2,0,1)について、5 月と 6

月の 2 回調査した。

その結果を図Ⅱ-1-1 及び図Ⅱ-1-2 に示した。

◇勿来海岸(北部)については、7 ヶ所(2L,2C,2S,3L,3S,No4,No5)について、5 月と 6

月の 2 回調査した。

その結果を図Ⅱ-2-1 及び図Ⅱ-2-2 に示した。
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上記の内容をまとめると、

1)調査期間における調査地点砂層部での放射能物質濃度分布傾向は殆ど変化していない。

即ち、濃度の高い部分は移動しないで滞留しているようである。

2)一部の地点(「勿来 1L」、「勿来 2」、「関田 0」、「関田 2L」)では、下層部の濃度分布が大

幅に変化している。

◇「勿来 1L」では、表面に近い部分の濃度が高く、下層部になるほど低下する傾向は同

じであるが、全体として濃度が約半分に低下している。

◇「勿来 2」では、4 月には全体的に低い状態であったが、6 月になると下部になるほど

濃度がかなり高くなっている。「関田 0」でも、同じような傾向になっている。

◇「関田 2L」では、6 月になると、表面近くの濃度が大きくなっている。

3)2 で示した地点は全て、陸に近い地点であり、小河川が流れ込む地点に近いことが特徴

である。

従って、海水による影響ではなく、陸から放射能物質を含んだ土砂が降雨により砂浜

に流入したと思われる。

今後の継続した調査でこれらの状況がより明確になると思われる。

4)調査時の海岸砂浜の状況がかなり大きく変化していることより、砂の移動が相当大規模

に行われていると想定される。

砂の移動に伴う放射能物質の移動が海岸の放射能濃度の変化に影響しているため、砂
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の移動についても調査が必要と考えられる。

5-3 勿来海水浴場来場者に対する面談アンケート調査

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災による津波と地盤沈下のため、いわき市の沿岸地帯

は大きな被害が発生した。更に、原発事故による放射能汚染もあり、昨年のいわき海水浴

場は全て閉鎖となった。今年度は津波被害及び放射能汚染が比較的少なく、津波発生時の

避難が可能な勿来海水浴場のみがオープンとなったが、来場者は従来の 1 割程度と極めて

少なかった。

来年度には、来場者が増加すること及び他の海水浴場もオープンできることを期待して

いるが、その対応の参考として、勿来海水浴場来場者に対し、面接アンケートを行った。

アンケートは 8 月 8 日(水)と 10 日(金)の 2 回実施し、計 22 グループより回答が得られ

た。

［１］どこから勿来海水浴場に来られましたか？

１．地元・・4、 ２．福島県中通り(白河、須賀川、郡山、二本松など)・・11

３．東京方面・・3、 ４．栃木県・・2、 ５．その他・・2

［２］グループの構成、人数は？

１．家族、3～5 名・・16、 ２．友人、2～4 名・・６

［３］従来の勿来海水浴場と比べての感想は？

１．閑散としている、海の家などがなくて不便・・約半数

２．海岸(砂)がきれい、ごみが少ない・・4

［４］勿来海水浴場の放射能は気になりますか？

気にしていないが大半であったが、いわき地域は線量が低いので安全と思っている

という意見も多かった。

尚、それらの情報はテレビやインターネットからとのことであった。

［５］監視塔に掲示してある勿来海水浴場の空間線量を見ましたか？
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見たが４グループで、殆どが見ていないであった。

尚、殆どが、空間線量測定値掲示板があることを知らないようであった。

［６］海水浴場内で陸側と渚(海)側のどちらの放射線量が高いと思いますか？

渚(海)の方が、空間線量が高いと思っていた人が半分以上いた。

理由としては、山や陸の方から流れてきた放射能物質が海に溜まるため、海の方が

高くなると思っていた。

※実際は、海流により希釈されるので、ほぼ 0 に近い濃度になっている。

※渚付近は 0.06～0.07μSv/h であることを放射線量計で示し、更に現状は原発事

故前の福島県の空間線量(約 0.04μSv/h)の近くまで低減していることを話すと

驚き、安心したとのことであった。

［７］今後のいわき市の海水浴場への要望はありますか？

・海の家やシャワーが欲しい。

・他の(いわきの)海水浴場も開いて欲しい。

・早く賑やかになって欲しい。

・放射能の正しい情報が欲しい。

などの意見があった。

まとめとしては、今年の勿来海水浴場来場者は比較的放射能に過敏でない人達と考えら

れるが、それでも放射能への不安を持っているようであった。

今後、来場者を増やすには、海水浴場や海水の空間線量に関する情報をより多く開示し、

安心感を持ってもらえることが必要と考えられる。

また、情報開示と平行して、勿来海水浴場の施設(海の家、トイレ、シャワーなど)の復

旧と他の海水浴場の開設が必要と考えられる。

勿来(いわきの)海水浴場の砂浜が首都圏の海水浴場と比較してきれいであることをア

ピールすることも必要かと感じた。
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６. いわき海岸砂浜表面での空間線量に係るライン調査結果

平成 24 年 9 月にいわきの各海岸の放射能汚染に係る現地調査時に、砂浜表面での陸側

から波打ち際まで、直線上で５ｍ間隔での空間線量調査を行った。

その目的は、各海岸共に、陸側の線量が高く、海側が低い傾向があったことより、それを

正確に把握するため、５ｍ間隔でライン上の線量変化を調査した。

［久ノ浜海岸ライン調査結果・平成 24 年 9 月 1 日測定］

［波立海岸ライン調査結果・平成 24 年 9 月 1 日測定］
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［夏井川河口ライン調査結果・平成 24 年 9 月 9 日測定］

［新舞子海岸ライン調査結果・平成 24 年 9 月 1 日測定］
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［薄磯海岸ライン調査結果・平成 24 年 9 月 9 日測定］

［塩屋崎海岸ライン調査結果・平成 24 年 9 月 9 日測定］
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［豊間海岸ライン調査結果・平成 24 年 9 月 9 日測定］

［永崎海岸ライン調査結果・平成 24 年 9 月 9 日測定］
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［小浜海岸ライン調査結果・平成 24 年 9 月 12 日測定］

［関田海岸ライン調査結果・平成 24 年 9 月 22 日測定］
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［勿来海岸ライン調査結果・平成 24 年 9 月 22 日測定］

各海岸砂浜表面でのライン上の空間線量調査を行った結果、予想通り、陸側が高く、波

打ち際が高くなったが、海岸により空間線量の大きさは多少異なった。

傾向的には、原発に近い北側の海岸が比較的高く、通り南側の海岸が低い傾向にある。

そのような結果より、平成 24 年の海水浴場は勿来海岸のみ再開となった。

波打ち際に近い砂浜については、原発事故前（約 0.4μSv/h）に近い状態であり、子供

達が安心して遊べる状態になっている。しかし、砂浜の下層部には放射能濃度が高い所も

多く、今後とも調査を継続して行く必要性を感じている。
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参考資料1 福島工業高等専門学校でのいわき海岸に係る研究

海岸砂浜における砂層内の放射性セシウム濃度分布の形成に関する研究

福島工業高等専門学校 建設環境工学科

齋藤隆人、 原田正光

1.はじめに

現在いわき市では、福島第一原発事故に伴う海岸砂浜の放射能汚染調査が行われている。各海岸

やそれらの測定地点によって放射能濃度および空間線量の濃度分布に様々なパターンが見られる

が、そのメカニズムについて解明されていない部分が多い。砂層への放射性セシウムの吸着実験な

ども行われているが、砂層内を移動する地下水の影響についてはまだ検討されていない。

そこで本研究では、砂層の地下水に着目し、砂層内で放射性セシウム濃度分布が形成されるメカ

ニズムについて解明することを目的として、永崎海岸で現地調査を行った。

2.調査方法

永崎海岸の測定地点における地表線量、地盤の形状及び砂層内を流れる地下水について把握する

ために以下の調査を行った。

2-1.地表線量

地表線量（μ㏜/h）は、堀場製作所の環境放射線モニタ

(PA‐1000)を使用して、砂表面の線量を計測した。

2-2.地盤高及び水位

予め測定地点に、直径50ｍｍ、長さ2mの塩ビ管を地下水面

に達するまで埋設し、これを調査地点とした。地盤高は、塩

ビ管先端までの高低差を事前にトータルステーションを用

いて測定した。現地調査では、砂表面から塩ビ管先端まで巻

き尺で測定して、砂地盤の変動を把握した。地下水位につい

ては携帯タイプの小口径水位計(UT709)を使用して、地下水

面から塩ビ管先端までの深さ（計測値）を得た。

2-3.塩分濃度

塩分濃度は、各海岸の測定地点から注射器とビニールチュ

ーブを用いて採水し、を室内で電気伝導度を測定し、予め求

めておいた計算式により、塩分濃度に換算した。

3.結果及び考察

3-1.地盤高及び水位

平成24年11月23日10時の各測定地点における地盤高及

び地下水位の断面図を図3に示す。地点№3と№2の間には点

神前川が流れていた。地盤高は、岸から沖方向にかけて徐々に

下がっていく傾向にあった。地下水位も地盤高と同様な傾向に

あり、砂層内部では岸から沖方向に向かって地下水が流出する水脈になっていた。砂浜表面から地下水

面までの深さは地点№5～№1 では、それぞれ 0.952m、0.694m、0.495m、0.338m、0.270m であった。

また、平成24年11月23日13時の各測定地点における地盤高及び地下水位の断面図を図4に示す。

図1. 環境放射線モニタ

図2.小口径水位計
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13 時における潮位が 10 時に比べ約 60 ㎝上昇し、地点№1では約 7 ㎝地下水位が上昇していた。し

かし、地点№3から№5ではほんの数ｍｍの上昇であった。

3-2.地下水の塩分濃度

平成24年11月23日10時から 14時までの地下水を 1時間おきに測定した地下水の塩分濃度を図5

に示す。このとき、海水の塩分濃度は 3.5%であった。各測定地点の塩分濃度は、海側から陸に近づくに

つれて低くなっていた。地下水面の勾配から判断すると、陸側から海側に淡水地下水の流れが存在して

おり、波打ち際から約10mしか離れていない地点№1でも海水の約60％に希釈された状態であった。ま

た、№5の地下水面で塩分濃度はおよそ 0.4%の塩分濃度であり、約 1/10 の塩分濃度の低下が見られた。

事故後にいわき市沿岸は、一時期、高濃度の放射性セシウムを含む汚染水が接岸していたことが報告さ

れている )1 。一方、原田らの室内実験では、放射性セシウム濃度 420 ㏃/㎏の汚染水 1.2L を 1.6 時間か

けて通水すると、砂の放射性セシウムが約 400 ㏃/㎏に上昇する結果が示されている )2 。これらことから、

地点№5における地下水でも汚染海水の影響を十分に受ける可能性があると推察された。

図 5.各測定地点の塩分濃度

図 3.永崎海岸における地盤高と地下水位(10時) 図 4. 永崎海岸における地盤高と地下水位(13時)
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3-3.砂層内における空間線量

平成24年12月15日における砂層内における地表線量を図5に示す。これまでの調査結果では、地

点№5 の地表線量は、深さが深くなるにつれてだんだんと高くなっていた。また、地点№4 についても同

様の傾向が見られた。地点№5 と№4 の地下水面の深さはそれぞれ 80 ㎝、60 ㎝であったが、砂層内の

地表線量は地下水面に近づくにつれて上昇していき、地下水面で最大の地表線量の値を示していた。

3-4.砂層内における地下水位の変動パターン

砂層内における地下水位の変動パターンを図 7 に示す。下げ潮のときは、淡水地下水が海側に流出し

やすく、汚染海水が希釈されやすくなる。このとき、潮間圏の下部では地下水の放射能濃度が低くなると

考えられる。逆に、上げ潮のときは海水が陸側に流入するため、潮間圏の上部は下部に比べて地下水の

放射能濃度が高くなり、この濃度は維持されやすいと考えられる。さらに、大雨などにより海が荒れること

で潮位がさらに上昇する場合があり、一時的に潮間圏より上部の砂層内でも汚染海水の影響を受けること

が予想される。このように、砂層内における地下水中では淡水と海水のせめぎあいが生じ、砂層内の放射

性セシウム濃度分布の形成に影響をおよぼすものと考えられる。

図 6.砂層内における№5 と№4の空間線量

図 7.砂層内における地下水位の変動パターン
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3-5.地盤高の変化

砂地盤の変化を表 1 に示す。地点№5から№3までの地盤高は平成 24 年 10 月 27 日のデータを基

準として地盤高の差を算出し、№2と№1の地盤高は平成 24 年 11 月 20 日のデータを基準として、地盤

高の差を算出した。№5の砂表面は 1 ヶ月でおよそ 10 ㎝の砂の堆積があり、№4 と№3の砂は減少して

いた。また、№2は、3日間のうちにおよそ6㎝の砂が減少していた。このように、砂層表面近くにおける放

射能物質を含んだ砂の堆積や侵食も放射性セシウム濃度分布の形成に影響をおよぼしたのではないか

と考えられる。

№5 №4 №3 №2 №1

10月27日 地盤高(m) -3.733 -3.768 -4.12

地盤高(m) -3.594 -3.88 -4.209 -4.37 -4.506

差(m) 0.139 -0.112 -0.089

地盤高(m) -3.634 -3.906 -4.154 -4.428 -4.519

差(m) 0.099 -0.138 -0.034 -0.058 -0.013

11月20日

11月23日

地点名

4.おわりに

今回、永崎海岸に着目して調査を行った結果、測定地点における地表線量、地盤の形状及び砂層内

を流れる地下水について把握することができた。海水が沖から岸の方向にかけて砂層内の地下水に

流入し、沖方向の地下水に影響を及ぼしているおり、そのため、淡水地下水と海水の混合状態によ

り、放射性セシウムも一様ではなかったと考えられ、これによる砂の汚染にも違いが生じていたと

思われる。これについて今後検討していくために、各測定地点の地下水中における鉛直方向の塩分

濃度を測定する必要がある。

【参考文献】

1） H.Kawanura,T.Kobayasi,A.Furuno,T.In,Y.Ishikawa,T.Nakayama,S.Shima and T.Awaji:Preliminary

Numerical Experiments on Oceanic Dispersion of
137

Cs Discharged into the Ocean because of the

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Disaster,Journal of Nuclear Science and

Technology,pp1349-1356（2011）

2） 原田 正光，江尻 勝紀，橋本 幸一，中西 恒雄，山田 貴浩,青木 寿博:東電福島第一原発事故に伴

ういわき市海岸砂浜の放射性セシウム調査，福島高専研究紀要，№53，pp31（2012）

表 1.地盤高の変化
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参考資料 2 福島工業高等専門学校でのいわき海岸に係る研究

高分解能衛星画像と現地調査による松林の調査と分析

福島工業高等専門学校 電気工学科

柏原 伸也・山田 貴浩

１. はじめに

2011 年 3 月に発生した東日本大震災に伴う津波によって，いわき市沿岸部では甚大な被害を受け

た．その一方で，防潮林によって被害が軽減された地域もあるが，防潮林を構成している松林が津

波を被り，松枯れを起こしているところも見受けられる．

本研究では，高分解能衛星画像を用いて松林における松枯れの状況を調査・分析し，さらに携帯型

の分光放射計によって松の状況による違いを調査し，衛星画像と現地調査との関連性について検討

を行う．

２. 植物の分光反射特性

植物の持つクロロフィルは，植物に照射される電磁波を吸収する．植物の光合成に有効な波長帯

は 400 nm～700 nm であるため，健全な植物ではその波長帯で吸収する特性を持つ．特に可視光線

の青（波長 435 nm 前後）と赤（波長 680 nm 前後）の波長帯での吸収が顕著であり，逆に緑の波長

帯では吸収が少ないので反射・散乱される．そのため，人間にとって植物の葉は緑色に見える．図

1 に一般的な植物の分光反射特性のグラフを示す．この図において，横軸が波長，縦軸がその波長

における反射率を表している．

また，植物の葉は近赤外領域の波長帯で非常に強く反射する．そのため，同じ植物でも活性度によ

って近赤外領域における反射の強さが異なる（活性度が高い程反射が強い）．これより，可視・近赤

外領域の観測を行う人工衛星から植物の活性度を調査することができる．

図 1 植物の一般的な分光放射特性

３. 松枯れ

松枯れの原因として，松くい虫や塩害などが挙げられる．

松くい虫による松枯れは，マツノマダラカミキリが運ぶマ

ツノザイセンチュウに起因するというのが通説となってい

る．幹の内部に寄生虫のように潜り込み，水を通す管をふ

さぐことなどが原因とされる．さらに，大気汚染や酸性雨

が被害を大きくしているとの説もある．本研究においては，

津波を松林が被ったことによる塩害の影響についても視野

に入れて検討を進めることとする．

図 2 津波の被害を受けたマツ
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４. 高分解能衛星画像を用いた分析

4.1 正規化植生指数 NDVI

正規化植生指数（Normalized Differential Vegetation Index：NDVI）は，近赤外線と可視光線の赤の

波長帯における反射率から算出される植生の分布状況や活性度を示す指標である．近赤外線の反射

率を nir とし，可視光線の赤の反射率を red とすると，NDVI を求める式は次のようになる．

rednir

rednir
NDVI




 (1)

ここで，NDVIの値は–1から+1の間に正規化した数値を示し，正の大きい数字になるほど植生が濃

いことを表す．

4.2 NDVI画像の作成

本研究で使用した高解像度衛星 IKONOS の各波長帯の画像を図 3 に示す．

(a) バンド 1（可視光線-青） (b) バンド 2（可視光線-緑）

(c) バンド 3（可視光線-赤） (d) バンド 4（近赤外線）

図 3 高解像度衛星 IKONOS の各バンドの画像の例

式(1)に基づいて，衛星画像の可視光線の赤と近赤外線の画像を用いて画素ごとにNDIVを算出し，

それに画素値を対応させてNDVI画像を作成した．NDVI画像の例を図 4に示す．色の濃淡はNDVI

の高低に対応している．

図 4 福島高専周辺の NDVI 画像

4.3 植生の抽出

NDVI 画像について，しきい値を設定して植生を抽出するプログラムを作成した．図 4 の画像に

対する抽出結果を図 5 に示す．図中の○印で囲った部分は，現地調査でサンプルをとった樹木の部

分である．この樹木に対する衛星画像の画素値は表 1 のようになった．可視光線のうち，緑の可視

光線の画素値が最も高い値を示した．近赤外線の値も高いので活性度が高い植物であると考えられ

る．したがって，サンプルをとった部分の植物は健全な状態であると考えられる．

+1

–1
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図 5 植生抽出結果の例

表 1 サンプルの樹木における衛星画像の画素値

バンド(波長帯) 抽出したマツ 抽出できなかったマツ

バンド1(可視光線-青) 101 51
バンド2(可視光線-緑) 123 62
バンド3(可視光線-赤) 104 26
バンド4(近赤外線) 145 64

画素値

５.現地調査による分析

5.1 計測機器の概要

本研究で現地調査に用いた携帯型分光放射計は，英弘精機社製の MS-720 であり，350～1050 nm

の範囲の波長における分光放射強度を測定することができる．また，開口角の設定やパソコンへの

データ転送も可能である．MS-720 の外観と観測スペクトルの液晶表示の例を図 6 に示す．

分光反射率の算定にあたっては，標準白板における分光放射強度との比を求めた．本研究で使用

した標準白板は，日本色彩研究所製のセラミックのものである．

図 6 携帯型分光放射計 MS-720 の外観（左）と観測スペクトルの表示例（右）

5.2 分光放射強度の計測

携帯型分光放射計 MS-720 を用いて植物の放射強度を測定した．測定の手順は以下の通りである．

① 携帯型分光放射計の開口角を 45°に設定する．

② 携帯型分光放射計の設定が完了次第，対象となる植物の放射強度を測定する．

③ 対象となる植物の測定と同じ条件で白板を測定する．

図 7 に実際にサンプルとして測定したマツの外観を示す．これらは，図 5 の植生抽出画像におい

て○印で囲んだ部分に生えていたものである．

図 7 分光反射特性の計測サンプルのマツ
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5.3 分光反射率の算定

植物と白板の放射強度の比演算により，分光反射率を算定した．サンプルとして計測した植物に

おける分光反射特性のグラフを図 8 に示す．図 1 に示した健全な植物の特性と同様に，可視光線の

青および赤の波長帯で反射率の減少が見られ，近赤外線の波長帯で高い反射率となっていることが

確認できる．

図 8 サンプル植物における分光反射特性の計測結果

また，衛星画像と現地調査の結果を比較するために，反射率と画素値との対応を調べた．複数の

サンプルの植物に対する対応を図 9 に示す．この結果から，健全なマツと松枯れを起こしているマ

ツとを比較すると，活性度の高さを示す近赤外線の反射率は，健全なマツのほうが高いことが分か

る．可視光線の反射率は全体的に枯れているマツのほうが高く，クロロフィルによる吸収が弱くな

っていることが分かる．

図 9 複数のサンプル植物における画素値と反射率の対応

６．まとめ

本研究では，高分解能衛星画像を用いて NDVI 画像を作成し，NDVI のしきい値によって植生の

濃い箇所を抽出することができた．また，抽出された植生のサンプルに対する現地調査を行い，画

素値と反射率との対応を示すことができた．これにより，高分解能衛星画像から松枯れの箇所を推

定し，広い範囲にわたる調査の可能性を示すことができた．今後は，いわき市沿岸部の高分解能衛

星画像を用いて詳細に松枯れの分析・調査を行いたい．
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