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安中市における放射性物質対策について  

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）に伴い、福島

第一原子力発電所が事故を起こしました。これにより放出された大量の放射性物質は、主

に東北地方と関東地方に飛散し、ここ群馬県の一部においても環境の汚染が生じました。  
国は、長期的な目標として、追加被ばく線量が年間１ミリシーベルト（※注１）以下、 

面的に（※注２）毎時０．２３マイクロシーベルト未満（高さ１ｍ）になるよう目標を掲

げ、この目標を達成するために「時間や自然現象による減衰」、「除染」を手段としていま

す。この水準を超える区域については、国と協議のうえ除染実施計画を策定し、自然減衰

の監視あるいは面的な除染を行うこととなっています。  
安中市では、「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」

に基づく汚染状況重点調査地域（※注３）の指定を受け、市内各地の面的な測定調査を行

ってきましたが、局所的に放射線量の高い場所が認められたものの、現在のところ市内に

は国の定める除染が必要な面的区域は存在しません。  
本紙では、事故以後の経緯と調査結果についてお知らせします。  
なお、今後の安中市における放射性物質対策については、広報等で随時お知らせしてい

きます。  
 

平成２３年  
 ３月 ○福島第一原子力発電所事故  

○水道水の検査を実施（不検出）  
○群馬県による県産農産物の検査  

  ６月 ○小中学校、保育園等を中心に４７地点で空間放射線量の定点測定を開始  
     ○小中学校のプール水の検査を実施（不検出）  
     ○市内浄水場の浄水発生土の放射性物質の測定を実施（基準値以下）  
  ７月 ○一般廃棄物焼却施設・し尿処理施設の焼却灰の放射性濃度測定（基準値以下） 
  ８月 ○放射性物質汚染対処特別措置法公布（平成２４年１月１日全面施行）  
     ○小中学校、保育園等子どもに関係する市有施設は、側溝や雨樋など周辺より

比較的放射線量が高い場所の除染を実施  
     ○文部科学省による航空機モニタリング調査（※注４）  
 １０月 ○環境省から長期的な目標が示される。  

・長期的に追加被ばく線量が年間１ミリシーベルト以下とする 

 ※１日のうち屋外８時間・木造家屋内１６時間滞在の生活を仮定して、毎時

０．２３マイクロシーベルト未満（高さ１ｍ）  
 １１月 ○市内７７地点において空間放射線量を測定  
     ○群馬県による県有施設・県管理道路の空間放射線量測定  

１２月 ○汚染状況重点調査地域の指定を受ける。  
     ○群馬県学校給食会による学校給食の検査を実施（不検出）  
     ○群馬県による河川、湖の調査  
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平成２４年  
  １月 ○学校給食の自主簡易検査を開始  

○定点測定の地点を４７地点から１１３地点に拡大  
     ○汚染状況重点調査地域に基づく市内の汚染状況の測定調査（※注５）を実施  
  ２月 ○群馬県による農耕地の放射性物質に係る土壌調査結果公表  

○文部科学省が松井田支所にモニタリングポスト（※注６）を設置  
  ３月 ○農地の空間放射線量の測定（※注７）を実施  

○文部科学省の走行サーベイ（※注８）を借り受けて測定を実施  
 
※注１）シーベルト：放射線の人体に対する影響を表す単位  

１ミリシーベルト（ｍSｖ）＝１０００マイクロシーベルト（μSｖ）  
※注２）面的に：ある一定の広がりをもった範囲で  
※注３）汚染状況重点調査地域：県内では、安中市、桐生市、沼田市、渋川市、みどり市、

下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、みなかみ町の１２市

町村がこの指定を受けました。  
※注４）航空機モニタリング調査：文部科学省と群馬県により、８月２３日から９月８日

にかけて、高感度の放射線検出器を搭載したヘリコプターで上空からの放射線量

の計測が行われ、９月２７日には地表１ｍの高さの値に換算した数値が公表され、

県内は比較的線量が低いことが判明しました。安中市では一部で毎時０．２３マ

イクロシーベルトを超えている区域があったため、汚染状況重点調査地域の指定

を受けて詳細に調査を行いました。  
※注５）汚染状況の測定調査：安中市域を１ｋｍ四方のメッシュ（網の目）に区切り、山

林を除いた１７１メッシュについて測定を行いました。測定は、１メッシュ内１

地点を選定し３回の測定（１月１９日、２月２日、２月１４日）を行い（一斉測

定）、この結果をもって比較的高い値が検出された４１メッシュについては、さら

にメッシュ内で５地点程度を選定して詳細に測定しました（詳細測定）。これらの

調査の結果、国が定める面的に除染が必要な区域（面的に毎時０．２３マイクロ

シーベルト（高さ１ｍ）以上）は市内には存在しませんでした。  
    なお、市内公立小中学校の校庭について、１月の測定では平均で０．２３マイク

ロシーベルトを超えた学校が４校ありましたが、２月の測定では平均で０．２３

マイクロシーベルトを超えた学校はありませんでした。  
※注６）モニタリングポスト：空気中の放射線量を２４時間常時監視し続ける測定器。結

果については文部科学省が公表しています。  
※注７）農地の空間放射線量の測定：メッシュ内複数の地点で農地における放射線量測定

を行いましたが、国が定める面的に除染が必要な区域は市内には存在しませんで

した。  
※注８）走行サーベイ：自動車に設置し、走行しながら放射線の測定が行える測定器。結

果については文部科学省から公表されます。  

6 月１日から放射線測定器を貸し出します。詳しくは６ページをご覧下さい。  



一斉測定結果一覧  １／３

平成２４年１月１９日、２月２日、２月１４日に、同一地点で３回測定した結果の平均値です
測定器：堀場製作所　PA－１０００　Radi
本測定結果は簡易測定器による測定のため、実際よりも高い数値となる場合があります
測定結果は地表より１ｍの高さでの値です
単位は毎時マイクロシーベルト（μSv／ｈ）です

○安中地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

小俣薬師堂　西 0.091 アスファルト 下の尻公会堂 0.097 土

湯沢橋 0.104 アスファルト 安中駅ロータリー内 0.081 芝

西毛運動公園　少年野球場付近 0.105 芝 上野尻第二公会堂 0.092 砂利

小俣公会堂 0.136 アスファルト 谷津児童公園 0.103 土

高別当公会堂　駐車場 0.092 土 安中字下川原地内 0.077 コンクリート

米山公園 0.098 砂利

○原市地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

嶺公会堂 0.122 コンクリート 原市第４区公会堂 0.115 コンクリート

久昌寺入口付近 0.124 アスファルト 原市市営団地　広場 0.107 土

馬場児童公園 0.100 土 さとのはら公園 0.232 土

名山住民センター 0.181 土 郷原緑地公園 0.190 芝
郷原字二メ田地内 0.133 アスファルト

○磯部地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

下磯部さざんか団地内公園 0.155 土 磯部公民館 0.109 アスファルト

念仏橋 0.109 土 金谷戸公会堂 0.117 土

ふれあいの家 0.104 コンクリート 新寺稚蚕　共同飼育所 0.125 コンクリート

恵みの湯 0.142 アスファルト 磯部駅南口　ロータリー 0.142 コンクリート

○東横野地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

後小峰公会堂 0.089 コンクリート 久保川橋東　上間仁田字中地内 0.090 土

咲前神社 0.100 砂利

県道安中富岡線上　字蔵畑地内 0.130 アスファルト

下間仁田　新田橋 0.090 土 下宿住民センター 0.090 砂利

野殿字中井地内 0.108 アスファルト 久保公園 0.111 砂利

蚕絲館 0.130 砂利 すみれヶ丘公園 0.100 コンクリート

文新公会堂 0.116 砂利 学習の森　南側Ｙ字路付近 0.113 アスファルト

東横野グラウンド 0.100 土 新菫橋 0.114 アスファルト

鰻橋地区　転作研修施設 0.098 土 南田橋 0.106 アスファルト

○岩野谷地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

野殿踏切　南側交差点 0.084 土 水境公会堂 0.078 土

東岩井公会堂 0.075 土 福泉寺前 0.116 アスファルト

のどの荘北東 0.086 土 長坂児童遊園地 0.090 土

大谷　忠霊塔西側 0.076 土 野殿字高橋地内 0.076 土

大谷坂組公会堂 0.078 アスファルト 県道吉井安中線　堤池付近 0.080 土
安中市上下水道部雨乞配水池付近 0.082 アスファルト

県道宇田磯部停車場線/
　県道松井田中宿線　交差点

0.086 アスファルト
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一斉測定結果一覧  ２／３
○板鼻地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

県道箕郷板鼻線　市境付近 0.086 土 第九中仙道踏切付近 0.080 砂利
古城団地　調整池付近 0.085 土 国道１８号　板鼻東交差点付近 0.088 アスファルト

○秋間地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

上苅稲橋　南東 0.110 アスファルト

蛇喰橋 0.164 アスファルト

旧第２０区　公民館 0.153 土

県道下里見安中線　市境付近 0.121 土

県道一本木平小井戸安中線上 0.183 アスファルト 農協選果場 0.170 アスファルト

旧第７区　集会所南東　鉄塔付近 0.146 アスファルト

秋間公民館 0.142 アスファルト

風戸峠付近　Ｔ字路 0.164 アスファルト 岩下橋 0.115 土

西上秋間字恵宝沢地内 0.132 アスファルト 後平橋 0.137 アスファルト

西上秋間字森熊地内 0.176 アスファルト 相水谷津地区　児童遊園地 0.129 アスファルト

長岩集会所 0.152 コンクリート

岩戸山トンネル北西 0.163 土

中秋間　新幹線高架下 0.166 土 中秋間字蔵人地内 0.118 芝

旧第１区　公会堂 0.173 アスファルト 秋間農村公園 0.112 アスファルト

南般若沢橋付近 0.148 アスファルト 自性寺橋　北東 0.107 土
みのりが丘パノラマパーク駐車場 0.123 アスファルト

○後閑地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

長源寺　柿平４号橋付近 0.130 アスファルト 旧第１４区　公会堂 0.151 コンクリート

西碓氷広域農道上　T字路 0.155 アスファルト 旧第１５区　公民館　北側十字路 0.158 アスファルト

三反田橋～伊豆村橋間　Ｔ字路 0.143 アスファルト

下後閑字牛ノ入地内 0.125 アスファルト

上後閑　小名沢２号橋付近 0.189 アスファルト 中後閑　市民農園 0.155 土

上後閑公民館 0.172 アスファルト 中後閑如来堂公園 0.163 アスファルト

下後閑字山王地内 0.155 アスファルト

花ノ木橋付近　ゲートボール場 0.168 土

○松井田地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

本町公民館 0.120 アスファルト いこいの家 0.296 アスファルト

西田の池 0.143 砂利 塚越団地集会所 0.133 アスファルト

高速バス停留所 0.126 アスファルト 国土交通省前県道 0.185 アスファルト

勤労者会館 0.134 アスファルト

○臼井地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

小根山森林公園内 0.190 砂利 高墓住民センター 0.157 アスファルト

川久保団地 0.162 芝 梨ノ木公民館 0.176 砂利

消防第10分団第1部（中横川）詰所 0.159 土 中木公会堂 0.149 砂利

上ノ平橋東（高速道路側道） 0.159 アスファルト 小竹公民館 0.123 コンクリート

西尾大橋北 0.121 芝 平地区多目的集会施設 0.131 コンクリート

西尾公会堂 0.153 コンクリート 国民宿舎裏妙義 0.145 砂利

県道一本木小井戸安中線上
　上後閑字平六地内

0.146 アスファルト

0.121 アスファルト

西碓氷広域農道
　ゲートボール場付近

0.145 アスファルト

県道下里見安中線上
　下秋間字広町地内

県道一本木平小井戸安中線/
　宮掛林道　交差点

0.212 砂利

県道一本木平小井戸安中線
　市境南東

0.204 アスファルト

県道一本木平小井戸安中線
　秋間簡易水道沈砂池

0.209 砂利
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一斉測定結果一覧  ３／３
○坂本地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

松井田町坂本小字赤芝 0.135 砂利 入牧浄水場 0.112 アスファルト

水谷２号橋北 0.156 アスファルト 赤浜橋北 0.108 アスファルト

碓氷湖駐車場 0.151 アスファルト 生活改善センター 0.128 アスファルト

坂本浄水場 0.122 アスファルト 明賀橋東 0.101 土

坂本公民館 0.117 アスファルト 八風平キャンプ場 0.126 コンクリート

消防第11分団第1部（原）詰所 0.131 アスファルト 恩賀住民センター 0.133 土

遠入会館 0.113 アスファルト 下平生活改善センター 0.118 コンクリート

中区公民館 0.133 土

○西横野地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

別所公会堂 0.167 アスファルト

高野谷戸堤 0.159 土

越泉集会所 0.133 コンクリート 人見公園 0.181 土

八城西住民センター 0.129 アスファルト 松義台地土地改良区境T字路 0.095 アスファルト

三日市団地公園 0.194 土 上人見公会堂 0.126 砂利
西横野定住センター 0.158 アスファルト

○九十九地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

高梨子地区転作促進研修施設 0.147 土 国衙交差点 0.136 アスファルト

小日向ふれあいｾﾝﾀｰ 0.132 アスファルト

県道一本木平安中線/九十九川橋 0.120 アスファルト

下高梨子公民館 0.161 アスファルト

○細野地区

測 定 場 所 測定結果 地表の状態 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

一ノ瀬浄水場 0.152 アスファルト

地蔵峠（市境） 0.114 アスファルト

県道渋川松井田線/箕輪久保(1) 0.144 アスファルト

県道渋川松井田線/箕輪久保(2) 0.144 アスファルト

細野11区多目的集会所 0.135 コンクリート 市道/雲門禅寺付近 0.175 アスファルト

県道渋川松井田線/増田川橋 0.137 アスファルト 消防団第14分団第2部（土塩）詰所 0.131 アスファルト

滝ノ口林道/小根山橋 0.156 アスファルト 細野4区多目的集会施設 0.134 コンクリート

仙ケ滝駐車場 0.160 アスファルト 細野スポーツ広場 0.174 土

大規模農道/大捷橋 0.124 アスファルト 市道/名雲大橋 0.146 アスファルト

大規模農道/朴の木塚 0.158 アスファルト 林道高坪線/乾窓寺南約800ｍ付近 0.168 アスファルト

市道/宮沢橋 0.134 アスファルト 新井ゲートボール公園 0.171 土

　　群馬県　（代表：０２７－２２３－１１１１）

　　　　放射性物質全般について 環境保全課　放射線対策係（直通：０２７－８９７－２８４１）

　　安中市役所　（代表：０２７－３８２－１１１１）

　　　　空間放射線量について 環境推進課　環境衛生係（内線１８８２、１８８３）

地域振興課　管理係　　　（内線２１１２、２１１３）

　　　　農畜産物や農地について 農林課　農政係　　　　　　（内線３２１１）

　　　　学校施設について 教育委員会　学校教育課　指導係（内線２２３１）

消防団第14分団第1部
　（上増田）詰所

0.131 コンクリート

県道渋川松井田線/
　堂坂橋北/忠霊塔

0.112 アスファルト

消防団第13分団第1部
　（下増田）詰所

0.152 コンクリート

県道磯部停車場妙義山線
　Ｔ字路（行田）

0.149 アスファルト

　　　【　問　合　せ　先　】
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詳細測定結果一覧

１、

２、 測定器：堀場製作所　PA－１０００　Radi
３、 本測定結果は簡易測定器による測定のため、実際よりも高い数値となる場合があります
４、 測定結果は地表より１ｍの高さでの値です
５、 単位は毎時マイクロシーベルト（μSv／ｈ）です
６、 これらの調査の結果、国が定める面的に除染が必要な区域は安中市内にはありませんでした

地区名 測 定 場 所 測定結果 地表の状態 地区名 測 定 場 所 測定結果 地表の状態

原市地区 名山住民センター 0.152 土 臼井地区 川久保団地 0.149 芝
原市地区 郷原字二メ田地内 0.126 アスファルト 臼井地区 高墓住民センター 0.161 アスファルト

原市地区 さとのはら公園 0.156 土 臼井地区 梨ノ木公民館 0.180 砂利
原市地区 郷原緑地公園 0.114 芝
磯部地区 新寺稚蚕　共同飼育所 0.127 コンクリート

西横野地区 三日市団地公園 0.163 土
西横野地区 西横野定住センター 0.158 アスファルト

西横野地区 別所公会堂 0.207 アスファルト

西横野地区 高野谷戸堤 0.190 土
西横野地区 人見公園 0.172 土

秋間地区 風戸峠付近　Ｔ字路 0.215 アスファルト

秋間地区 西上秋間字恵宝沢地内 0.189 アスファルト 九十九地区 国衙交差点 0.179 アスファルト

秋間地区 岩戸山トンネル北西 0.112 土 九十九地区 小日向ふれあいｾﾝﾀｰ 0.152 アスファルト

秋間地区 中秋間　新幹線高架下 0.118 土 細野地区 細野11区多目的集会所 0.158 コンクリート

秋間地区 南般若沢橋付近 0.160 アスファルト 細野地区 大規模農道/大捷橋 0.161 アスファルト

秋間地区 上苅稲橋　南東 0.141 アスファルト

秋間地区 蛇喰橋 0.107 アスファルト

秋間地区 農協選果場 0.160 アスファルト

後閑地区 下後閑字山王地内 0.128 アスファルト

松井田地区 いこいの家 0.157 アスファルト 細野地区 細野4区多目的集会施設 0.147 コンクリート

松井田地区 塚越団地集会所 0.167 アスファルト 細野地区 細野スポーツ広場 0.167 土
松井田地区 国土交通省前県道 0.172 アスファルト 細野地区 市道/名雲大橋 0.174 アスファルト

細野地区 新井ゲートボール公園 0.177 土

【予  約】 予約開始日：５月２８日（月）
予約時間：平日の午前８時３０分～午後５時
予約方法：環境推進課（碓氷川クリーンセンター内） 又は地域振興課（松井田支所） へ電話予約
対象者：市内に住所または事業所を有する成人または法人

【貸  出】 貸し出しは平日の午前（午前９時～正午）または午後（午後１時～午後４時）の半日
機種：株式会社堀場製作所　ＰＡ－１０００　Ｒａｄｉ
台数：環境推進課　５台、　地域振興課　５台　（合計１０台）
貸出開始日：６月１日（金）

【注意点】 測定器の借り受け時には、印鑑及び運転免許証などの本人確認ができるものが必要です。
　　　　　　　この測定器は空間線量の測定用です。土壌や食物の測定はできません。
【その他】　測定器の返却時に、測定結果の提出をお願いします。

測定の結果、地表から１メートルの地点で、周辺の放射線量と比べて毎時１マイクロシーベルト以上
高い数値が検出された場合は、市で再度測定を行います。

【問合せ】　環境推進課　環境衛生係（内線１８８２、１８８３）（碓氷川クリーンセンター内）
地域振興課　管理係      （内線２１１２、２１１３）（松井田支所）

平成２４年２月２４日から３月８日の間で、
各測定場所周辺の５ヵ所程度で測定した結果の平均値です

西横野地区
県道磯部停車場妙義山
線　Ｔ字路（行田）

0.183 アスファルト

秋間地区
県道一本木平小井戸安中
線/宮掛林道　交差点

0.187 砂利

秋間地区
県道一本木平小井戸安中
線　市境南東

0.194 アスファルト

秋間地区
県道一本木平小井戸安中
線　秋間簡易水道沈砂池

0.181 砂利
九十九地区

高梨子地区転作促進研
修施設

0.175 土

細野地区
県道渋川松井田線/堂
坂橋北/忠霊塔

0.166 アスファルト

　市では、５月２８日から放射線測定器の貸し出し予約を開始します。身近な生活空間の放射線量を把握すること
で、日常生活における不安を払拭するための貸し出しです。

細野地区
消防団第14分団第1部
（上増田）詰所

0.195 コンクリート

６月１日から放射線測定器を貸し出します
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