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「放射線」は、物質を透過する力をもった光線に似たもので、アルファ線（α）線、

ベータ（β）線、ガンマ（γ）線、エックス（X）線、中性子線などの種類がありま

す。放射線は、これらの種類によ 

って物を通り抜ける力が違うので、 

それぞれ異なる物質で遮ることが 

できます。 

この放射線を出す能力を「放射能」といい、この能 

力をもった物質のことを「放射性物質」※といいます。 

               電球に例えると電球が「放射性物質」、光を出す能 

力が「放射能」、放出される光が「放射線」といえま 

す。 

               （※ 放射性物質を含めて、広義に放射能という場合もあります。） 

 

 

 新聞やテレビなどで見聞きする「ベクレル」や「シーベルト」は、放射能の強さや

放射線の量を表すときに用いられる単位です。 

 放射性物質が放射線を出す能力（放射能の強さ）を表す単位を 

「ベクレル（Bq）」といい、人体が受けた放射線による影響の度 

合いを表す単位を「シーベルト（Sv）」といいます。 

 

 

 

 

 

 放射能は、時間がたつにつれて弱まり、放射 

性物質の量は減っていきます。放射能の量が半 

分になるまでに掛かる時間を半減期といい、放 

射性物質の種類によって異なり、数秒と短いも 

のから 100 億年を超える長いものまであります。 

 

 

１ 放射線の基礎知識 

(１) 放射線とは 

 

 

(2) 放射能・放射線の単位 「ベクレル」と「シーベルト」 

(3) 放射能の半減期 

 
 

放 射 線 

放射性物質 

 

【福島原発事故による放射性物質】 
ヨウ素(131)は半減期が 8 日のためほぼ消滅しており、現在の放
射線量は 2種類のセシウム(137、134）によるものです。 

ベクレル（Ｂｑ） 

放射性物質が放射線を出す 

能力（放射能の強さ） 

シーベルト（Ｓｖ） 

人体が受けた放射線に 

よる影響の度合い 

（図１） 

（図２） 

（図３） 

（図４） 
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私たちは、日常生活の中で、さまざまな放射線の影響を受けています。 

 例えば、大地の岩石や土などには放射性物質が含まれているため、常に大地からの

放射線を受けています。宇宙から地球に降り注ぐ放射線（宇宙線）は、飛行機で東京

－ﾆｭｰﾖｰｸ間を往復した場合、約 0.2 ミリシーベルトとなります。この他、普段から食

物や飲物、呼吸によって体に取り込んだ放射性物質からも放射線を受けています。 

 これら宇宙線や大地、飲食 

物などからの放射線を「自然 

放射線」といい、日本人年間 

一人当たり約 1.5 ミリシーべ 

ルトの放射線を受けています。 

 また、医療用のレントゲン 

・ＣＴ撮影に用いられるエッ 

クス線など、医療や工業、農 

業など色々な用途に利用する 

ため人工的に作られた放射線 

を「人工放射線」といいます。 

 

 

 大地や宇宙からの自然放射線やレントゲン撮影の人工放射線など、放射性物質が体

の外部にあり、体外から被ばくする（放射線を受ける）ことを「外部被ばく」といい

ます。一方、放射性物質が体の内部にあり、体内から被ばくすることを「内部被ばく」

といいます。内部被ばくは、水や食物などを摂取したり、呼吸したりすることで、放

射性物質が体内に取り込まれることによって起こります。 

 

 

 

 

 

   

(4) 身の回りにある放射線 自然放射線と人工放射線 

(5) 内部被ばくと外部被ばく 

 

内部被ばく 

飲食物を摂取したり呼吸をし 
たりすることで、放射性物質 
が体の中に入り、体の中から 
放射線を受けること 

外部被ばく 

大地からの放射線やレントゲ 
ン撮影など、体の外にある放 
射性物質から出る放射線を 
受けること 

 

【参考】 生物学的半減期 ～ 体内の放射性物質は徐々に排出されます ～ 

体内に取り込まれた放射性物質は、体内に長期にわたり蓄積されるものではなく、呼気や汗、便や尿などにより徐 

々に体外に排出されます。こうした過程により、体内の放射性物質が半分に減少する期間を「生物学的半減期」と 

いいます。生物学的半減期はおおよそ、セシウム 137では 1歳までは 9日、9歳までは 38日、30歳までは 70日、 

50歳までは 90日です。 （代謝が活発な幼児・子どものほうが、大人より短期間で体外に排出されます。） 

（図５） 

（図６） 
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一度に多量の放射線を受けると人体に影響が出ますが、短い期間に 100 ミリシー

ベルト以下の低い放射線量を受けた場合に、放射線が原因でがんなどの病気になる人

が増えるかどうかは統計的には明確ではありません。 

国際的な機関である国際 

放射線防護委員会（ICRP） 

は、一度に 100 ミリシー 

ベルトまで、あるいは 1 年 

間に 100 ミリシーベルト 

までの放射線量を積算とし 

て受けた場合でも、線量と 

がんの死亡率との間に比例 

関係があると考えて、達成 

できる範囲で線量を低く保 

つように勧告しています。 

ICRP では、仮に蓄積で 100 ミリシーベルトを 1000 人が受けたとすると、およ

そ 5 人ががんで亡くなる可能性があると計算しています。現在の日本人は、およそ

30％の人（1000 人のうちおよそ 300 人）が生涯でがんにより亡くなっています

から、100 ミリシーベルトの放射線を受けるとおよそ 5 人増えて、100０人中の

305 人ががんで亡くなると計算されます。 

なお、自然放射線であって 

も人工放射線であっても、受 

ける放射線量が同じであれば 

人体への影響の度合いは同じ 

です。 

がんは、色々な原因で起こ 

ることが分かっています。喫 

煙、食事・食習慣、ウイルス、 

大気汚染などについて注意す 

ることが大事ですが、これら 

と同様に原因の一つと考えら 

れる放射線についても受ける 

量をできるだけ少なくするこ 

とが大切です。 

(6) 放射線による人体への影響 

 

 

（図７） 

（図８） 
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国は、福島原発事故に伴う放射性物質に係る除染の考え方として、放射性物質汚染

対処特措法(※1)に基づく基本方針において、長期的な目標を追加被ばく線量(※2)が年間

１ミリシーベルト以下となることとしています。 

この目標を達成するための方針として、線量が比較的低い地域（年間 20 ミリシー

ベルト未満。当市が該当。）については、周辺と比べて高線量を示す箇所があること

から、子どもの生活環境を中心とした対応を行うとともに、地域の実情に十分に配慮

した対応を行うことが適当であるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、本年６月に「日立市除染実施計画」を策定し、特措法の基本方針に従い、

追加被ばく線量が年間１ミリシーベルト以下（毎時 0.23 マイクロシーベルト以下）

となることを目指すこととしています。 

また、除染を進めるにあたっては、子どもの 

生活環境（学校、幼稚園、保育園、公園等）を 

優先的に実施することとしています。 

２ 除染に関する国の考え方 

３ 日立市除染実施計画の概要 

(１) 放射線量の目標 

(１) 除染の基本方針 

○目標 追加被ばく線量が年間１ミリｼｰﾍﾞﾙﾄ（毎時 0.23 マイクロｼｰﾍﾞﾙﾄ）以下 

○除染 子どもの生活環境（学校、幼稚園、保育園、公園等）を優先 

※1  放射性物質汚染対処特措法： 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力 

発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」 

（平成 23年 8月 30日公布、以下「特措法」という。） 

※2  追加被ばく線量： 福島原発事故に伴う放射性物質による放射線量。事故とは関係なく、自然界には放射線が 

元々存在するため、現在は両方を合わせた値が空間放射線量として観測される。 

【参考】 １年間の追加被ばく線量を、１時間あたりの放射線量に直すと… 

 年間の追加被ばく線量 1 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄは、毎時 0.23 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄにあたる  

・１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ/年 ＝ 1,000 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/年 

・1,000 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/年 ÷ 365日 ÷ （8時間 ＋ 0.4×16時間） ＝ 0.19 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時 

   ・0.19 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時    ＋   0.04 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時   ＝  0.23 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時  

(事故による追加被ばく線量)    (自然界（大地）からの線量) 

※ １日のうち屋外に８時間、屋内（遮へい効果（0.4倍）のある木造家屋）に 16時間滞在と仮定 
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特措法に基づき市内の放射性物質による汚染状況を把握するため、山林地域等を除

く市内全域について、町名ごとに空間放射線量の調査を実施した結果、すべての町名

において空間放射線量の平均値が、国の除染の基準（毎時 0.23 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ以上）を

下まわりました。 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの生活環境に係る施設（学校、公園等）については、施設ごとの空間放射線 

量の調査を行い、施設内の平均値が国の除染の基準（毎時 0.23 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ以上）に 

該当する施設（133 施設）を、特措法に基づく除染実施区域（施設）としました。 

これらの施設は、国が示した「除染関係ガイドライン」等に従い市が除染を行います。 

 また、上記以外の子どもの生活環境に係る施設についても、「除染関係ガイドライ 

ン」に準じて局所的に空間線量が高い箇所（ホットスポット）の除染を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 市内の放射線量 

(3) 子どもの生活環境に係る施設の除染 

市内全域（町名ごと）の放射線量測定 

① 500m四方（322調査区）ごとに 5地点（計 1,610地点）測定 

② 測定値を町名ごとに集計し平均値を求めた 

すべての町名で国の基準（毎時 0.23 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ以上）を下まわった 

（⇒ 町名単位での除染実施区域の対象なし） 
 

学校・公園等（施設ごと）の放射線量測定 

（測定調査対象施設 ５２６施設） 

学校・公園等 133施設が国の基準（毎時 0.23ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ以上）に該当 

⇒ 除染実施区域（施設） 

特措法に基づく除染実施区域（施設） 

区分 施設名（空間放射線量） 施設数 

公立小 
中学校 

山部小 ※（0.238）     十王中  （0.238） 
豊浦小 ※（0.251）     豊浦中 ※（0.357） 
中小路小 （0.234）       多賀中  （0.240） 
助川小  （0.239）     泉丘中  （0.236） 
大沼小 ※（0.261）     久慈中  （0.238） 

１０ 

公立幼稚園 
櫛形幼 ※（0.233）       宮田幼  （0.239） 
豊浦幼 ※（0.310）    会瀬幼 ※（0.250） 
田尻幼 ※（0.232）    大沼幼  （0.242） 

   ６ 

公立保育園 じゅうおう保※（0.267）  かみちょう保※（0.237）    ２ 
私立幼稚園 小木津幼稚園  （0.279）  日高幼稚園  （0.242）    ２ 
私立保育園 田尻徳風保育園（0.251）    １ 

スポーツ広場等 

十王スポーツ広場        （0.256） 
十王スポーツ広場ﾃﾆｽｺｰﾄ  （0.292） 
十王市民広場            （0.326） 
折笠スポーツ広場    （0.293） 
滑川市民広場      （0.267） 
浜の宮広場       （0.280） 
河原子北浜スポーツ広場 （0.286） 

   ７ 

公園  Ｐ6 に掲載 １０５ 
合計  １３３ 

※印 グラウンド又は砂場について、平成 23 年度に市独自で除染を実施した施設（空間放射線量は除染前に測 

定した敷地の値） 
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                              除染実施対象施設（公園） 
 

No. 公園名 平均値 No. 公園名 平均値 No. 公園名 平均値 

1 いぶき台第1公園 0.255 36 小貝赤坂公園 0.274 71 かみあい第７公園 0.232 

2 いぶき台第2公園 0.287 37 こがいがはまにし公園 0.254 72 かみたざわ幼児公園 0.255 

3 いぶき台第3公園 0.319 38 かわじり第2児童公園 0.249 73 かみたざわ第１児童公園 0.242 

4 いぶき台第4公園 0.287 39 とよらだい第1児童公園 0.302 74 かみたざわ第２児童公園 0.284 

5 いぶき台中央公園 0.278 40 とよらだい第2児童公園 0.327 75 滝の作緑地 0.233 

6 池の端団地第1公園 0.291 41 とよらだい第3児童公園 0.306 76 東滑川海浜緑地 0.285 

7 池の端団地第2公園 0.324 42 はくさんまえ児童公園 0.233 77 金沢弁天公園 0.286 

8 上台団地公園 0.255 43 かわじりえきひがし児童公園 0.254 78 ライフタウン東金沢第２公園 0.238 

9 川向団地公園 0.241 44 しもやまざき児童公園 0.264 79 ライフタウン東金沢第３公園 0.242 

10 鹿島谷第1公園 0.241 45 かわじり団地第1児童公園 0.239 80 箕輪公園 0.255 

11 櫛形団地公園 0.245 46 かわじり団地第2児童公園 0.239 81 からかいじり児童公園 0.265 

12 友部海防陣屋跡公園 0.236 47 かわじり団地第3児童公園 0.243 82 寺方ちびっこ広場 0.238 

13 十王団地第1公園 0.257 48 きりぜき児童公園 0.250 83 はなやま修理公園 0.247 

14 十王団地第2公園 0.265 49 あかさか児童公園 0.237 84 はなやま第３児童公園 0.232 

15 河原田公園 0.255 50 アラヤ公園 0.250 85 はなやま第４児童公園 0.240 

16 宮の前公園 0.239 51 観音前公園 0.250 86 北みかの原公園 0.253 

17 十王駅前公園 0.245 52 小貝赤坂第2公園 0.283 87 森山公園 0.262 

18 十王パノラマ公園 0.346 53 南静公園 0.324 88 いずみがおか児童公園 0.244 

19 城の丘公園 0.265 54 松ヶ丘第２公園 0.252 89 イトヨの里泉が森公園 0.285 

20 城の丘東公園 0.271 55 いわわき児童公園 0.293 90 みずき児童遊園 0.253 

21 城の丘西公園 0.288 56 おおさく児童公園 0.258 91 でんがくばら児童公園 0.230 

22 城の丘南公園 0.292 57 やけやま児童公園 0.263 92 みなみかわしり児童公園 0.240 

23 城の丘北公園 0.274 58 横内公園 0.256 93 かみのどう児童公園 0.252 

24 城の丘第1公園 0.247 59 しゅくひがし児童公園 0.233 94 古房地公園 0.310 

25 城の丘第2公園 0.296 60 ひだか幼児公園 0.236 95 ライフタウン大みか西公園 0.243 

26 城の丘第3公園 0.236 61 おぎつやま団地幼児公園 0.260 96 なめど児童遊園 0.255 

27 城の丘第6公園 0.280 62 しゅくにし第３公園 0.239 97 ふきあげ児童公園 0.263 

28 城の丘第7公園 0.247 63 相田浜公園 0.245 98 どうのいり第２公園 0.249 

29 城の丘第8公園 0.277 64 みなみたかいそ幼児公園 0.262 99 おおみかした児童公園 0.250 

30 城の丘第9公園 0.240 65 たじりはま児童公園 0.240 100 いしがさく児童公園 0.278 

31 城の丘第10公園 0.295 66 かぜのこ児童公園 0.251 101 赤羽緑地 0.286 

32 小貝ヶ浜緑地 0.279 67 小木津山自然公園 0.272 102 まがりまつ児童公園 0.253 

33 切関公園 0.265 68 田尻東内第１公園 0.233 103 南高野史跡公園 0.240 

34 だいのうしろ児童公園 0.260 69 どし児童公園 0.233 104 たての児童公園 0.263 

35 こがいがはま広場 0.288 70 かみあい第３児童公園 0.237 105 うしろはら児童公園 0.240 
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市内の空間放射線量の平均値は、前記のとおり国の基準を下まわっており、面的な

対応が必要な地域はありませんが、局所的に空間放射線量の高い箇所（ホットスポッ

ト）が、市内各所で確認されています。 

一般住宅などの民有地については、土地の管 

理者に、必要に応じて敷地内のホットスポット 

の空間放射線線量の測定、表土の除去等をお願 

いします。 

 

 

ア 放射線量測定器の貸し出し  

 市では、市民の方が身近な生活環境などの 

放射線量を把握出来るよう、放射線量測定器 

の貸し出しを無料で行っています。 

一般住宅で除染を行う場合、事前に敷地内 

の空間放射線量を測定し、除染する箇所を決 

めておきます。また、除染の範囲や効果を確 

認するため、除染作業中や作業後も、同様に 

空間放射線量を測定します。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 測定・記録方法 

① 測定する高さ（地表から 1m、50cm）を確認し、測定器を保持します。 

  （※高さはメジャー等を使用し確認。１ｍ→50ｃｍの順に測定。） 

② 測定器を保持した後、１分間（10 秒ごとの表示値×6 回分）は記録しません。 

③ １分後（７回目）の値から、10 秒ごとの表示値を５回記録します。 

＊ 場所を移動したとき、又は高さを変えたときは、①②③を繰り返します。 

 

４ 一般住宅における除染の仕方 

(2) 放射線の測り方 

放射線量測定器の使い方 
 

① 電源を入れる（電源ボタン 0.5秒長押し） 

② （表示部） 35、34…とカウントダウン （35秒間） 
③ （表示部） 35秒経過後に測定値が表示 

        （※10秒ごとに測定値が変わる） 
－ 測定値を記録 － 

④ 電源を切る （電源ボタンを押す） 
※全部の測定地点を測り終わるまで電源は入れたままにしておく。 
 （測定地点ごとに電源を切る必要はありません。）  

電源ボタン 

表示部 

放射線量測定器の無料貸し出し 

■対象 

市内に住んでいる方、市内に事業所・事務

所を有する法人など 

■貸出場所  市民課、各支所 

■貸出時間 

午前 9時～午後 3時 30分 

  （貸出日当日の午後 4時30分までに返却） 
＊年末年始、祝日は除く（日高・豊浦・西部
支所は平日のみの貸し出し）。 

■申し込み 

貸出場所に電話で事前予約し、窓口へ申

請書を提出してください。 

(1) 一般住宅の除染 

<一般住宅のホットスポット> 

・雨どいの排水口 

・植栽・樹木まわり 

・雑草・落ち葉 
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＊ 可能な限り、２人（測定をする人、記録をする人）で作業を行います。 

 

一般住宅の敷地内の主なホットスポットは、雨どいの排水口の直下（雨水が直接地

面に流れている箇所）、植栽や樹木の根周り、雑草や落ち葉が集まっているところな

どです。ご自宅等の敷地内で該当する箇所の空間放射線量を測定し、放射線量が高か

った場合は必要に応じて除染を行います。除染を行うかを判断する放射線量の目安は、

毎時 0.23 マイクロシーベルト以上（測定高 1m）とします。 

＊ ホットスポットがあった場合でも、敷地内におけるご家族の行動範囲・滞在時間

等を十分に考慮した上で、その箇所の除染が必要かどうかを判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 服装 

  動きやすく通気性のよい服装とします。 

 

 

 

 

 

 

イ 用具類 

  除染箇所に適した用具類を準備します。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 一般住宅のホットスポット 

(4) 除染作業の準備 

 

 

   

除染作業用土のう袋などの配布 
■対象 
市の貸出用測定器を用いて、住宅敷地などを 
測定した放射線量が毎時 0.23 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ 
以上だった方 （測定高 1m・5回の平均値） 

■配布場所 市民課、各支所 
■配布物  除染手引、土のう袋・ビニール袋 

（各 10枚程度） 
■申し込み 
  測定器返却時に、放射線量測定値集計表 
（土のう袋等交付申請書）を提出してください。 
＊既に測定器を借り受けたことがあり、放射 
線量測定値集計表を提出している方は、運転 
免許証や保険証など本人確認が出来る書類 
を持って窓口に申し出てください。 

・帽子   ・マスク（使い捨て） 

・手袋（使い捨て）  ・作業着 

・運動靴 

スコップ、ショベル、草取り鎌、熊手、ビニール袋、 

土のう袋、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ、放射線量測定器  など 

 

【作業終了後】 

・うがい・手洗いを十分に行います。 

・用具類は、使用後よく洗い，作業に 

使用した衣服等は洗濯します。 

（普通の洗濯で十分） 

・マスク・手袋は、燃えるごみとして処 

分します。 

＊ 夏季に作業を行う場合は、特
に熱中症に注意し、適宜休憩
を取り、水分を摂取するように
心掛けます。 

＊ マスク・手袋は、できる限り使
い捨てとします。 

○雨どいの排水口の直下 ○植栽・樹木の根周り ○雑草・落ち葉 
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ア 雨どいの排水口（直接地面に流れ落ちている場合） 

 

 

 

 

 

 

 

・排水口の直下は約 20～30cm の深さで、雨水の流れる経路は約 5～10cm の深

さで土壌を除去します。作業中は、適宜放射線量を測りながら、雨水の流れる経

路に沿って必要な範囲を除去します。 

・除去後、土壌を除去した箇所に、放射線量が高くない土砂を被せます（覆土）。 

＊ 覆土しない場合と比較して、放射線量が地表 50cm で約 20％低減されます。 

＊ 覆土する土砂は、放射線量を測定し線量が高くないことを確認しておきます。 

イ 植栽・樹木の根周り 

・根元周辺の表土を 1cm 程度、ショベルなど使って除去 

します。 

            ・放射線量が低くならない場合は、植栽・樹木の枝葉の剪 

             定を行います。 

 

ウ 雑草・落ち葉等 

・雑草や落ち葉、樹木を剪定した枝木などは、通常行って

いる清掃作業と同じ方法で除去します。 

・雑草は、根についた土壌を十分に取り除きます。同様に

落ち葉も、表面についた土壌を取り除きます。 

 

エ 注意事項 

・ほこりが舞い散らないよう、作業前に軽く散水等を行います。 

・作業は、適宜、放射線量を確認しながら行います。放射線量が十分に下がらない

場合には、削り取る深さや範囲を大きくします。 

・高圧水洗浄等、水を使用する作業については、使用により放射性物質が周囲に飛

散する可能性があるため、原則として行わないようにします。 

 

(5) 除染方法 

 

 

 

  

≪断面図≫ 

深さ：約 5～10cm 

（雨水の流れる経路） 

（排水口直下） 

深さ：約 20～30cm 

深さ：約 20～30cm 

深さ：約 5～10cm 

（雨水の流れる経路） 

≪平面写真≫ 
雨どい 

雨
ど
い 

（図 10） （図 9） 
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ア 除去土壌 

除去した土壌は、土のう袋等に入れ敷地内に埋設し保管します。 

【地下保管】 

  敷地に穴を掘り、土のう袋を埋設し、最後に表面を放射線量が高くない土砂で

覆土（厚さ 30cm 以上）します。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 雑草・落ち葉など 

  除去した雑草や落ち葉、剪定した枝木などは、下記のいずれかにより処理します。 

 ① 上記アの処理と同様に、土のう袋等に入れ敷地内に埋設し保管します。 

 ② 付着した土壌を取り除き、市指定の燃えるごみ処理袋に入れて「燃えるごみ」

として燃えるごみ集積場へ出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 除去した土壌や雑草などの処理 
 

土のう袋の使い方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜参考文献＞ 

・除染関係ガイドライン 平成 23 年度 12 月第 1 版（環境省） 

・保育園・幼稚園等における放射線量低減化対策に係る手引き（茨城県）本文及び図 9・10 引用 
・生活空間における放射線量低減化対策に係る手引き＜第 2 版＞（福島県） 

P8～P10 掲載写真の一部引用 
・食品と放射能Ｑ＆A（消費者庁） 本文引用 
・知ることから始めよう放射線のいろいろ 中学生のための放射線副読本（文部科学省） 

本文、図５及び図 8 引用 
・知っておきたい放射線のこと 高校生のための放射線副読本（文部科学省） 

本文、 図 1～４及び図 6 引用 
・放射線被ばくに関するＱ＆A （放射線医学総合研究所ホームページ） 図７引用 
 
 
＜問い合わせ先＞ 
日立市生活安全課放射線対策室 〒317-8601 日立市助川町１－１－１ 
TEL 0294-22-3111 内線 577、578  IP 電話 050-5528-5144 
＊ 本資料は、日立市のホームページにも掲載しています。 

 
土壌の流出を防ぐため、土のう袋 

の中にビニール袋を入れ、その中 
に除去した土壌を入れます。 

 

○埋設・覆土 ○穴掘り 


