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４．環境放射能水準調査検討委員会 

4.1 委員会構成 

本調査の実施計画、調査結果等について、審議・助言を受けるために、学識経験

者等から構成される委員会を設置した。平成 24 年度の環境放射能水準調査検討委

員会の構成員を表4-1 に示す。 

 

表 4-1 環境放射能水準調査検討委員会委員 

委員名 所属及び職名 

委員長 

飯田 孝夫 
名古屋大学 大学院工学研究科 名誉教授 

木村 芳伸 青森県原子力センター 青森市駐在 主任研究員 

中村 尚司 
東北大学 名誉教授 

ｻｲｸﾛﾄﾛﾝﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰ 研究教授 

久松 俊一 公益財団法人 環境科学技術研究所 環境動態研究部長 

廣瀬 勝己 上智大学 理工学部 物質生命理工学科 

吉田 勝彦 公益財団法人 海洋生物環境研究所 名誉研究専門家 

吉田  聡 
独立行政法人 放射線医学総合研究所 福島復興支援本部 

環境動態・影響プロジェクト プロジェクトリーダー 

 

4.2 委員会開催日と議題 

平成 24年度は 2回の委員会を開催した。以下に、審議した主な内容等を示す。 

(1) 平成 24 年度 第 1回環境放射能水準調査検討委員会 

1. 日時 平成 24 年 8 月 27 日(月) 午前 10 時 00 分～午後 0時 00 分 

2. 場所 航空会館 506 会議室 

3. 出席者(敬称略) 

委員長 飯田孝夫 名古屋大学 

委員  木村芳伸 青森県原子力センター 

中村尚司 東北大学 

    廣瀬勝己 上智大学 

    吉田勝彦 公益財団法人 海洋生物環境研究所 
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    吉田 聡 独立行政法人 放射線医学総合研究所 

事務局  

   上原、池内、渡邉（右）、真田、前山、岸本、太田（智） 

4. 議題 

(1) 平成 24 年度環境放射能水準調査の実施内容について 

(2) 平成 24 年度環境放射能水準調査の実施状況について 

(3) その他 

5. 配布資料 

(1) 資料 水準 1-1  平成 24 年度環境放射能水準調査検討委員会委員名

簿 

(2) 資料 水準 1-2  平成 23 年度第 2回環境放射能水準調査検討委員会

議事録 

(3) 資料 水準 1-3  平成 24 年度環境放射能水準調査の実施内容 

(4) 資料 水準 1-4  平成 24 年度環境放射能水準調査の実施状況 

(5) 資料 水準 1-5  試料への放射性セシウムの混入防止策について 

 

(2) 平成 24 年度 第 2回環境放射能水準調査検討委員会 

1. 日時 平成 25 年 3 月 4 日(月) 午後 1時 30 分～午後 4時 05 分 

2. 場所 航空会館 506 会議室 

3. 出席者(敬称略) 

委員長 飯田孝夫 名古屋大学 

委員  木村芳伸 青森県原子力センター 

中村尚司 東北大学  

久松俊一 公益財団法人 環境科学技術研究所 

    廣瀬勝己 上智大学 

    吉田勝彦 公益財団法人 海洋生物環境研究所 

    吉田 聡 独立行政法人 放射線医学総合研究所 

事務局  

   上原、池内、渡邉（右）、真田、前山、岸本、新田、太田（智） 

4. 議題 

(1) 平成 24 年度第 1回環境放射能水準調査検討委員会議事録について 

(2) 環境試料の放射能調査結果について 

① 全ベータ放射能測定 
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② ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線放出核種の測定 

③ トリチウム分析 

④ ストロンチウム 90 及びセシウム 137 分析 

⑤ プルトニウム分析 

⑥ ヨウ素 129 分析 

⑦ 炭素 14 分析 

(3) 大気中の放射性希ガス濃度測定結果について 

① クリプトン 85 分析 

② キセノン 133 分析 

(4) 福島県における環境放射能調査結果について 

① 福島県における環境放射能調査 

② 地表線量の調査 

③ 空間線量の調査 

(5) 北朝鮮の地下核実験実施に伴うモニタリング結果について 

5. 配布資料 

(1) 資料 水準 2-1  平成 24 年度第 1回環境放射能水準調査検討委員会

議事録（案） 

(2) 資料 水準 2-2  全ベータ放射能調査結果 

(3) 資料 水準 2-3  ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線放出核

種の測定結果 

(4) 資料 水準 2-4  トリチウム分析結果 

(5) 資料 水準 2-5  ストロンチウム 90 及びセシウム 137 分析結果 

(6) 資料 水準 2-6 プルトニウム分析結果 

(7) 資料 水準 2-7 ヨウ素 129 分析結果 

(8) 資料 水準 2-8 炭素 14 分析結果 

(9) 資料 水準 2-9 大気中の放射性希ガス濃度測定結果 

(10) 資料 水準 2-10 福島県における環境放射能調査結果 

(11) 資料 水準 2-11 地表線量（航空機モニタリング）の調査結果 

(12) 資料 水準 2-12 空間線量（モニタリングポスト）の調査結果 

(13) 資料 水準 2-13 北朝鮮の地下核実験実施に伴うモニタリング結果 

(14) 資料 水準参考 1 放射性セシウムの混入防止対策と分析の進め方に

ついて 
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