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 本報告書は、原子力規制庁からの委託事業である「平成 30
年度原子力施設等防災対策等委託費(生活行動パターンを模擬

した連続的な空間線量率の測定及び詳細モニタリング結果の

マップ化)」の成果をとりまとめたものである。 
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1 概要 
地方自治体の要望により原子力規制委員会が東京電力ホールディングス（株）と連携

して、実施した空間線量率の測定結果のマップ化を行った。 
マップ化にあたっては、測定領域を東西南北 100m の領域（以下、「メッシュ」という。）

毎に区切り、各メッシュ内で得られた空間線量率の測定結果の平均値を当該メッシュの

代表値とし、そのメッシュを地図上に示した。 
また、過年度と比較可能なメッシュについては、比較を行い、その比較結果について

考察及び評価を行った。 
 

今年度の測定対象自治体を以下の表に示す。 
 

表 1. 測定自治体一覧 

 

過年度 今年度 増減

1 川俣町 平成30年9月19日 - - 245 - 過去に測定を行っていない

2 富岡町 平成30年9月26日～10月4日 平成29年度 369 379 10

3 大熊町 平成30年7月23日～31日 平成29年度 430 569 139

4 双葉町 平成30年9月1日～7日 平成29年度 822 969 147

5 浪江町 平成30年8月23日～31日 平成29年度 630 658 28

6 葛尾村 平成30年8月21日～30日 平成29年度 192 194 2

7 飯舘村 平成30年8月14日 平成28年度 188 185 -3

過年度
（比較年度）

測定期間自治体名# 備考
測定領域数



詳細モニタリング【川俣町】 （平成30年9月19日測定）

1. 実施対象区域は、自治体の要望
によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が
東京電力ホールディングス（株）と
連携して走行サーベイ、歩行サー
ベイによる空間線量率の測定を実
施し、その測定結果を空間線量率
のマップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、
シンチレーションサーベイメーター
により地上１ｍの高さの空間線量
率を測定。

4. 測定結果には、天然核種による空
間線量率が含まれる。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区
切った区域内で得られた測定結果
の平均値を当該メッシュの代表値
として、空間線量率のマップ化を
行った。



詳細モニタリング【富岡町】 （平成30年9月26日、29日、10月3日、4日測定）

1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力ホールディングス（株）と連携して走行サーベイ、歩行サーベイによる空間線量率の測定を実施し、その測定結果を空間
線量率のマップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、シンチレーションサーベイメーターにより地上１ｍの高さの空間線量率を測定。
4. 測定結果には、天然核種による空間線量率が含まれる。
5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域内で得られた測定結果の平均値を当該メッシュの代表値として、空間線量率のマップ化を行った。



詳細モニタリング【大熊町】 （平成30年7月23日、24日、27日、30日、31日測定）

1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力ホール
ディングス（株）と連携して走行サーベイ、歩行サー
ベイによる空間線量率の測定を実施し、その測定
結果を空間線量率のマップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、シンチレーション
サーベイメーターにより地上１ｍの高さの空間線量
率を測定。

4. 測定結果には、天然核種による空間線量率が含ま
れる。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域内で得
られた測定結果の平均値を当該メッシュの代表値と
して、空間線量率のマップ化を行った。



1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力
ホールディングス（株）と連携して走行サー
ベイ、歩行サーベイによる空間線量率の測
定を実施し、その測定結果を空間線量率の
マップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、シンチレー
ションサーベイメーターにより地上１ｍの高さ
の空間線量率を測定。

4. 測定結果には、天然核種による空間線量率
が含まれる。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域
内で得られた測定結果の平均値を当該メッ
シュの代表値として、空間線量率のマップ化
を行った。

双葉町西

詳細モニタリング【双葉町】 （平成30年9月1日、3日～7日測定）

双葉町北

双葉町南



詳細モニタリング【双葉町北】

1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力ホールディングス（株）と連携して走行サーベイ、
歩行サーベイによる空間線量率の測定を実施し、その測定結果を空間線量率のマップとして
作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、シンチレーションサーベイメーターにより地上１ｍの高さの
空間線量率を測定。

4. 測定結果には、天然核種による空間線量率が含まれる。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域内で得られた測定結果の平均値を当該メッシュ
の代表値として、空間線量率のマップ化を行った。



詳細モニタリング【双葉町南】

1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力ホールディ
ングス（株）と連携して走行サーベイ、歩行サーベイに
よる空間線量率の測定を実施し、その測定結果を空
間線量率のマップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、シンチレーションサー
ベイメーターにより地上１ｍの高さの空間線量率を測
定。

4. 測定結果には、天然核種による空間線量率が含まれ
る。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域内で得ら
れた測定結果の平均値を当該メッシュの代表値として、
空間線量率のマップ化を行った。



詳細モニタリング【双葉町西】

1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力ホー
ルディングス（株）と連携して走行サーベイ、歩行
サーベイによる空間線量率の測定を実施し、そ
の測定結果を空間線量率のマップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、シンチレーショ
ンサーベイメーターにより地上１ｍの高さの空間
線量率を測定。

4. 測定結果には、天然核種による空間線量率が含
まれる。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域内で
得られた測定結果の平均値を当該メッシュの代
表値として、空間線量率のマップ化を行った。

1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力ホールディングス（株）と連携して走行
サーベイ、歩行サーベイによる空間線量率の測定を実施し、その測定結果を空間
線量率のマップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、シンチレーションサーベイメーターにより地上１ｍ
の高さの空間線量率を測定。

4. 測定結果には、天然核種による空間線量率が含まれる。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域内で得られた測定結果の平均値を当該
メッシュの代表値として、空間線量率のマップ化を行った。



詳細モニタリング【浪江町東部】 （平成30年8月23日、24日、27日、31日測定）

1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力ホール
ディングス（株）と連携して走行サーベイ、歩行サー
ベイによる空間線量率の測定を実施し、その測定結
果を空間線量率のマップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、シンチレーション
サーベイメーターにより地上１ｍの高さの空間線量
率を測定。

4. 測定結果には、天然核種による空間線量率が含ま
れる。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域内で得
られた測定結果の平均値を当該メッシュの代表値と
して、空間線量率のマップ化を行った。

浪江町東部北

浪江町東部南



詳細モニタリング【浪江町東部北】

1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力ホールディ
ングス（株）と連携して走行サーベイ、歩行サーベイに
よる空間線量率の測定を実施し、その測定結果を空
間線量率のマップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、シンチレーションサー
ベイメーターにより地上１ｍの高さの空間線量率を測
定。

4. 測定結果には、天然核種による空間線量率が含まれ
る。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域内で得ら
れた測定結果の平均値を当該メッシュの代表値として、
空間線量率のマップ化を行った。



詳細モニタリング【浪江町東部南】

1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力ホールディ
ングス（株）と連携して走行サーベイ、歩行サーベイに
よる空間線量率の測定を実施し、その測定結果を空
間線量率のマップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、シンチレーションサー
ベイメーターにより地上１ｍの高さの空間線量率を測
定。

4. 測定結果には、天然核種による空間線量率が含まれ
る。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域内で得ら
れた測定結果の平均値を当該メッシュの代表値として、
空間線量率のマップ化を行った。



詳細モニタリング【浪江町西部】 （平成30年8月30日測定）

1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力ホールディングス（株）
と連携して走行サーベイ、歩行サーベイによる空間線量率の測定
を実施し、その測定結果を空間線量率のマップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、シンチレーションサーベイメーター
により地上１ｍの高さの空間線量率を測定。

4. 測定結果には、天然核種による空間線量率が含まれる。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域内で得られた測定結果
の平均値を当該メッシュの代表値として、空間線量率のマップ化を
行った。



詳細モニタリング【葛尾村】 （平成30年8月21日、22日、30日測定）

1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力ホールディングス（株）と連携して走行サーベイ、歩行サーベイ等
による空間線量率の測定を実施し、その測定結果を空間線量率のマップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイ、スポット測定は、シンチレーションサーベイメーターにより地上１ｍの高さの空
間線量率を測定。

4. 測定結果には、天然核種による空間線量率が含まれる。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域内で得られた測定結果の平均値を当該メッシュの代表値として、
空間線量率のマップ化を行った。

6. 自治体の要望により、道路脇での測定（スポット測定）もメッシュに加えて表示している。



詳細モニタリング【飯舘村】 （平成30年8月14日測定）

1. 実施対象区域は、自治体の要望によるもの。

2. 本マップは、原子力規制委員会が東京電力ホールディングス（株）
と連携して走行サーベイ、歩行サーベイによる空間線量率の測定
を実施し、その測定結果を空間線量率のマップとして作成。

3. 走行サーベイ、歩行サーベイは、シンチレーションサーベイメーター
により地上１ｍの高さの空間線量率を測定。

4. 測定結果には、天然核種による空間線量率が含まれる。

5. 本マップは、１００ｍメッシュに区切った区域内で得られた測定結果
の平均値を当該メッシュの代表値として、空間線量率のマップ化を
行った。


