
北海道立衛生研究所は，北海道における生活環境や食品

の安全性を確保することを目的として，原子力規制庁から

の委託事業である環境放射能水準調査（以下「水準調査」

と略記）及び道独自の放射能調査を実施してきた ．2011

年３月11日の東京電力福島第一原子力発電所事故（以下

「福島第一原発事故」と略記）発生以来，国においては，

水準調査の重要性が見直され，各都道府県にゲルマニウム

（Ge）半導体検出器が追加配備され，測定項目を増やすな

ど事業内容の強化が図られた．また，食品，水道水，海水

（海水浴場），廃棄物などに含まれる放射性物質の新基準値

または取り扱いのための指針値が告示，運用されてい

る ．道においても，水道水，海水（海水浴場を含む），

海産物及び農地土壌などを対象とした全道広域に渡る放射

能の調査が実施され，食品については，北海道食品衛生監

視指導計画（以下「監視計画」と略記）による道内で流通

する食品の監視・指導を行っている ．当所は，当該事故

直後からこれら調査等に関わり，その結果について，所報，

報告書，ホームページ（HP）等 を通じて公表してき

た．

本稿では，2012年度に引き続き，2013年度に当所にお

いて実施した北海道における放射能調査の結果について報

告する．

方法は文部科学省監修「放射能測定シリーズ」 ，厚

生労働省「緊急時における食品の放射能測定マニュア

ル」 及び「水道水等の放射能測定マニュアル」 等に準

拠し，Ge半導体検出器を用いて，ヨウ素-131（I-131），

セシウム-134（Cs-134）及びセシウム-137（Cs-137）の

３放射性核種を測定した．

１．環境放射能水準調査（通常）

2013年度環境放射能水準調査の結果を表１に示した．

試料を前処理なしでマリネリ容器（容量２L）に，ある

いは前処理（乾燥，濃縮，灰化）を施した後，U８容器

（容量100mL）に充塡し，Ge半導体検出器により，測定

時間80,000秒で放射性核種の測定を行った．検出限界は，

測定条件により異なる．

2013年５月の月間降下物，マダラから人工放射性核種

であるCs-134及びCs-137が微量検出された．Cs-134に

ついては前稿 でも触れたが，この核種の検出は福島第一

原発事故の影響が2013年度においてもまだ残存している

ことを示唆している．また，５月の月間降下物，淡水，土

壌，ダイコン，フナ，サケからCs-137が微量検出された．

これらからの微量のCs-137の検出は，福島原発事故以前

にも見られた現象である ．これら水準調査の結果を昨年

度 と比較してみると，月間降下物や海産物からの検出頻

度は減少傾向にあり，その他の試料はほとんど変化がなく，

事故以前と同レベルで推移した．

２．環境放射能水準調査（モニタリング強化）

2013年度は，福島第一原発事故への対応について，原

子力規制庁より全国の都道府県にモニタリング強化の継続

が指示された．2013年度のモニタリング強化の結果を，

空間放射線量率について表２に，蛇口水について表３に示

した．これらは，原子力規制委員会のHP ，北海道 及

び当所のHP で公表された．

１)空間放射線量率は，当所屋上（地上16m）及び道内

９総合振興局に設置されたモニタリングポストによる常

時監視体制のもと，インターネットを通じたリアルタイ

ム配信方式により，全国のデータとともに原子力規制庁

で集約，公表された．また，地上１mの空間放射線量

率については，NaIシンチレーションサーベイメータ

を用いて，各月ごとに第２水曜日10時に測定を行った．

各空間放射線量率は，ともに平常値の範囲内であったが，

岩見沢市において，一時的に平常値の範囲を超える値：

0.286μGy/h（2013年７月16日10：50-16：10の測定

値）が観測された．この値は，当該モニタリングポスト

から約150m離れた地点で行われたガス管の非破壊検

査の影響によるものであった．ここでいう平常値の範囲
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内とは，福島第一原発事故前の札幌市のモニタリングポ

ストにおける約15年間（1994年12月～2011年３月10

日）のデータ範囲：0.016-0.105μGy/hのことである

（1994年12月から単位がcpsからμGy/hに変わった）．

２)蛇口水のモニタリングにおいては，平日ごとに1.5L

を採取し，３カ月分を集めた試料約100Lについて，濃

縮後測定した．U８容器を用い，測定時間は80,000秒

とした．３放射性核種とも年間を通して不検出であり，

検 出 限 界 は I-131：0.62～3.6mBq/L，Cs-134：

0.38～0.47mBq/L及び Cs-137：0.33～0.37mBq/L

であった．

３．北海道による放射能調査

2012年度に引き続き，今回の福島第一原発事故に対応

して，表４～７の試料について検査を実施した．検査結果

は随時北海道のHP で公表された．

試料はそれぞれ，水道水，ミネラルウォーター，海水

（北海道沿岸及び海水浴場）及び玄米は前処理無しで，水

産物は可食部について，土壌は石や植物等を除去したもの

について，２Lマリネリ容器またはU８容器に充塡した．

測定は，Ge半導体検出器を用い，測定時間3,600秒と

した．結果は以下のとおりであった．

水道水，海水について表４に示した．結果はすべて不検

出であった．検出限界は測定ごとに変動があるが，0.2～

表1 環境放射能水準調査（通常)

放射能濃度
検査試料 採取日 前処理 測定容器

I-131 Cs-134 Cs-137 単位

2013/4/1～5/1 濃縮 U8 ＜0.30 ＜0.072 0.066 MBq/km
5/1～ 6/3 濃縮 U8 ＜0.17 0.12 0.24 MBq/km
6/3～ 7/1 濃縮 U8 ＜0.12 ＜0.073 ＜0.055 MBq/km
7/1～ 8/1 濃縮 U8 ＜0.15 ＜0.072 ＜0.049 MBq/km
8/1～ 9/2 濃縮 U8 ＜0.22 ＜0.059 ＜0.039 MBq/km
9/2～10/1 濃縮 U8 ＜0.15 ＜0.075 ＜0.051 MBq/km

月間降下物 (札幌市）
10/1～11/1 濃縮 U8 ＜0.20 ＜0.075 ＜0.052 MBq/km
11/1～12/2 濃縮 U8 ＜0.21 ＜0.069 ＜0.052 MBq/km

12/2～2014/1/6 濃縮 U8 ＜0.29 ＜0.069 ＜0.057 MBq/km
1/6～ 2/3 濃縮 U8 ＜0.20 ＜0.075 ＜0.048 MBq/km
2/3～ 3/3 濃縮 U8 ＜0.12 ＜0.062 ＜0.053 MBq/km
3/3～ 4/1 濃縮 U8 ＜0.13 ＜0.077 ＜0.058 MBq/km

2013/4/1～6/25
のうちの９日間

なし U8 ＜0.018 ＜0.016 ＜0.013 mBq/m

7/8～9/27
のうちの９日間

なし U8 ＜0.015 ＜0.012 ＜0.011 mBq/m
大気浮遊じん (札幌市）

10/2～12/19
のうちの９日間

なし U8 ＜0.058 ＜0.014 ＜0.011 mBq/m

2014/1/7～3/27
のうちの９日間

なし U8 ＜0.020 ＜0.014 ＜0.011 mBq/m

原 水 (札幌市） 5/13 濃縮 U8 ＜1.3 ＜0.49 ＜0.37 mBq/L
蛇口水 (稚内市） 6/3 濃縮 U8 ＜1.5 ＜0.43 ＜0.32 mBq/L
淡 水 (石狩市） 7/12 濃縮 U8 ＜4.9 ＜0.49 0.39 mBq/L
海 水 (余市町） 7/23 なし マリネリ ＜66 ＜70 ＜61 mBq/L
海底土 (余市町） 7/23 乾燥 マリネリ ― ＜0.85 ＜0.67 Bq/kg乾土

土 壌(0-5cm)(江別市) 9/9 乾燥 U8 ― ＜1.2 14 Bq/kg乾土

土 壌(5-20cm)(江別市) 9/9 乾燥 U8 ― ＜1.2 7.9 Bq/kg乾土

ダイコン (恵庭市） 8/5 灰化 U8 ― ＜0.012 0.032 Bq/kg生

ホウレンソウ (恵庭市） 8/5 灰化 U8 ― ＜0.059 ＜0.043 Bq/kg生

精 米 (石狩市） 11/8 なし マリネリ ＜0.075 ＜0.078 ＜0.070 Bq/kg

原 乳 (札幌市） 8/26 なし マリネリ ＜0.062 ＜0.070 ＜0.062 Bq/L生

原 乳 (由仁町） 8/19 なし マリネリ ＜0.064 ＜0.076 ＜0.065 Bq/L生

原 乳 (当別町） 8/19 なし マリネリ ＜0.070 ＜0.075 ＜0.061 Bq/L生

フ ナ (石狩市） 7/12 灰化 U8 ― ＜0.067 0.067 Bq/kg生

サ ケ (浦河町） 10/9 灰化 U8 ― ＜0.037 0.12 Bq/kg生

マダラ (釧路市） 1/20 灰化 U8 ― 0.058 0.23 Bq/kg生

ホッキガイ (苫小牧市） 10/29 灰化 U8 ― ＜0.035 ＜0.028 Bq/kg生

ホタテガイ (猿払村） 9/25 灰化 U8 ― ＜0.047 ＜0.040 Bq/kg生

コンブ (余市町） 7/23 灰化 U8 ― ＜0.12 ＜0.083 Bq/kg生

備考：不検出は，＜検出限界と表記した．
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0.5Bq/Lの範囲であった．

北海道沿岸で漁獲された水産物98件の結果を表５に，

道内に流通する道外産のミネラルウォーター３件の結果を

表６に示した．厚生労働省令により定められた食品中の放

射性物質の新基準値のうち，一般食品の基準値（放射性セ

シウム：100Bq/kg）及び飲料水の基準値（放射性セシウ

ム：10Bq/kg）の50％を超えた試料はなかった．

北海道内の農用地土壌７カ所及び水田３カ所で収穫され

た各玄米３件について，表７に結果を示した．土壌は，

2011年度から３年連続で，I-131と Cs-134は不検出であ

り，Cs-137については不検出または事故以前の平常時の

値（14～19Bq/kg乾土，2007～2009年度，札幌市及び江

別市 ）と同程度であった．玄米は対象とした３放射性核

種すべて不検出であった．

表2 環境放射能水準調査（モニタリング強化）―空間放射線量率

ａ）札幌市における空間放射線量率

検査機器 測定頻度 実施期間
空間放射線量率

（μGy/h)

過去５年間の範囲

（μGy/h)

モニタリングポスト

アロカMAR22（札幌市)
連続測定

2013/4/1

～2014/3/31
0.019-0.073 0.016-0.105

シンチレーションサーベイメータ

アロカTCS166（札幌市)
１回／月

2013/4/1

～2014/3/31
0.030-0.057 0.014-0.054

ｂ）その他の地点における空間放射線量率

(検査機器はモニタリングポスト・アロカMAR22，測定値は10分値）

測定地点 測定頻度 実施期間
空間放射線量率

(μGy/h)

2012年度の範囲

(μGy/h)

函館市 連続測定
2013/4/1

～2014/3/31
0.017-0.080 0.018-0.083

倶知安町 連続測定
2013/4/1

～2014/3/31
0.016-0.105 0.015-0.088

岩見沢市 連続測定
2013/4/1

～2014/3/31
0.023-0.286 0.023-0.091

旭川市 連続測定
2013/4/1

～2014/3/31
0.021-0.105 0.021-0.078

稚内市 連続測定
2013/4/1

～2014/3/31
0.020-0.096 0.017-0.115

網走市 連続測定
2013/4/1

～2014/3/31
0.017-0.089 0.015-0.071

室蘭市 連続測定
2013/4/1

～2014/3/31
0.017-0.094 0.018-0.098

帯広市 連続測定
2013/4/1

～2014/3/31
0.017-0.080 0.020-0.070

釧路市 連続測定
2013/4/1

～2014/3/31
0.027-0.070 0.026-0.065

１）モニタリングポストは10分値（１時間値は，0.019-0.069（μGy/h）の範囲であった）
２）2007年度～2011年度（１時間値）

表3 環境放射能水準調査（モニタリング強化）―蛇口水（札幌市）のガンマ線核種分析

放射能濃度 単位：mBq/L
採取期間

I-131 Cs-134 Cs-137

2013/04/01～2013/06/28 ＜1.1 ＜0.38 ＜0.33

2013/07/01～2013/09/30 ＜0.62 ＜0.40 ＜0.33

2013/10/01～2013/12/27 ＜3.6 ＜0.47 ＜0.33

2014/01/07～2014/03/31 ＜0.66 ＜0.43 ＜0.37

＊：蛇口水は平日ごとに1.5Lを定時（16時）に採取し，３カ月分（100L）集めた試料を濃縮し，U8
容器で測定した．
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表4 北海道における放射能検査（水道水，海水)

放射能濃度（検体数） 単位：Bq/L
検査対象 検体数 採取地

I-131 Cs-134 Cs-137

水道水
１回/月

48
函館市，根室市
帯広市，稚内市

不検出（48) 不検出（48) 不検出（48)

海水
１回/月

36
室蘭イタンキ漁港
厚岸町床譚漁港
様似町旭漁港

不検出（36) 不検出（36) 不検出（36)

海水（海水浴場)
開場前１回

9
石狩市，小樽市，室蘭市
様似町，函館市，乙部町
留萌市，稚内市，北見市

不検出（9) 不検出（9) 不検出（9)

＊：マリネリ容器を使用

表5 北海道における放射能検査（水産物)

放射能濃度 単位：Bq/kg
魚種名 採取地 採取月日 測定容器

I-131 Cs-134 Cs-137

１ 灯台ツブ えりも町沖 N42/01，E143/29 ４/10 マリネリ ＜0.61 ＜0.43 ＜0.44

２ ホタテガイ 長万部町沖 N42/29，E140/24 ４/15 マリネリ ＜0.38 ＜0.43 ＜0.39

３ カキ 厚岸町沖 N42/59，E144/48 ４/15 マリネリ ＜0.38 ＜0.29 ＜0.38

４ アサリ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ４/15 マリネリ ＜0.41 ＜0.45 ＜0.37

５ ナマコ 長万部町沖 N42/34，E140/30 ４/15 マリネリ ＜0.42 ＜0.36 ＜0.38

６ ホタテガイ 長万部町沖 N42/29，E140/24 ４/30 Ｕ８ ＜4.5 ＜3.9 ＜4.7

７ 灯台ツブ えりも町沖 N42/01，E143/28 ５/１ マリネリ ＜1.3 ＜0.43 ＜0.43

８ ナマコ 長万部町沖 N42/34，E140/30 ５/13 マリネリ ＜0.38 ＜0.34 ＜0.32

９ カキ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ５/13 マリネリ ＜0.42 ＜0.43 ＜0.36

10 アサリ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ５/13 マリネリ ＜0.45 ＜0.40 ＜0.34

11 ホタテガイ干貝柱 猿払村 N45/25，E142/09 ５/17 マリネリ ＜0.86 ＜0.70 ＜0.62

12 灯台ツブ えりも町沖 N41/51，E143/25 ５/27 マリネリ ＜1.7 ＜0.46 ＜0.49

13 ホタテガイ干貝柱 興部町 N44/27，E143/14 ６/１～６/５ マリネリ ＜1.5 ＜0.65 ＜0.58

14 ホタテガイ 標津町沖 N43/43，E145/10 ６/７ マリネリ ＜0.56 ＜0.40 ＜0.39

15 カキ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ６/10 マリネリ ＜0.37 ＜0.39 ＜0.33

16 アサリ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ６/10 マリネリ ＜0.51 ＜0.42 ＜0.39

17 ホタテガイ 稚内市沖 N45/31，E142/6 ６/10 マリネリ ＜0.41 ＜0.38 ＜0.38

18 ホタテガイ 北見市沖 N44/12，E144/7 ６/10 マリネリ ＜0.42 ＜0.36 ＜0.40

19 ホタテガイ干貝柱 紋別市 N44/23，E143/22 ６/11 マリネリ ＜0.89 ＜0.60 ＜0.50

20 乾燥昆布 厚岸町 N42/58，E144/53 ６/12 マリネリ ＜2.9 ＜2.6 ＜2.3

21 ホタテガイ干貝柱 稚内市 N45/31，E142/06 ６/12 マリネリ ＜1.9 ＜0.81 ＜0.64

22 ホタテガイ 長万部沖 N42/29，E140/24 ６/17 マリネリ ＜0.39 ＜0.36 ＜0.32

23 乾燥昆布 根室市 N43/23，E145/51 ６/17 マリネリ ＜7.4 ＜3.0 ＜2.4

24 ウニ 伊達市沖 N42/30，E140/46 ６/19 マリネリ ＜0.45 ＜0.39 ＜0.37

25 灯台ツブ えりも町沖 N42/01，E143/28 ７/１ マリネリ ＜1.5 ＜0.36 ＜0.40

26 ホタテガイ干貝柱 北見市 N44/10，E143/55 ７/６ マリネリ ＜1.3 ＜0.84 ＜0.76

27 乾燥昆布 釧路市 N44/58，E144/23 ７/８ マリネリ ＜4.9 ＜2.2 ＜1.8

28 乾燥昆布 根室市 N43/02，E145/04 ７/９ マリネリ ＜4.1 ＜1.8 ＜1.5

29 乾燥昆布 広尾町 N42/10，E143/19 ７/９ マリネリ ＜4.9 ＜1.9 ＜1.5

30 乾燥昆布 えりも町 N42/05，E142/59 ７/10 マリネリ ＜3.6 ＜2.1 ＜1.5

31 ホタテガイ干貝柱 佐呂間町 N44/12，E143/49 ７/15 マリネリ ＜0.81 ＜0.70 ＜0.73

32 ホタテガイ 紋別市沖 N44/24，E143/25 ７/15 マリネリ ＜0.46 ＜0.45 ＜0.43

33 乾燥昆布 根室市 N43/13，E145/36 ７/15 マリネリ ＜5.2 ＜2.6 ＜2.1

34 アサリ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ７/16 マリネリ ＜0.46 ＜0.44 ＜0.40

35 ホタテガイ 枝幸町沖 N44/53，E142/42 ７/16 マリネリ ＜0.37 ＜0.44 ＜0.35

36 カキ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ７/16 マリネリ ＜0.47 ＜0.38 ＜0.36

37 ホッキガイ 苫小牧市沖 N42/36，E141/30 ７/17 マリネリ ＜0.44 ＜0.41 ＜0.39

38 ウニ 伊達市沖 N42/30，E140/46 ７/17 マリネリ ＜0.42 ＜0.38 ＜0.40

39 乾燥昆布 浦河町 N42/08，E142/48 ７/18 マリネリ ＜2.4 ＜1.6 ＜1.2

40 乾燥昆布 羅臼町 N44/00，E145/11 ７/19 マリネリ ＜2.9 ＜1.9 ＜1.6

41 乾燥昆布 利尻町 N45/14，E141/14 ７/19 マリネリ ＜2.4 ＜1.6 ＜1.3

42 乾燥昆布 雄武町 N44/39，E142/53 ７/19 マリネリ ＜3.7 ＜1.8 ＜1.3

備考：不検出は，＜検出限界と表記した． (続く)
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表5 北海道における放射能検査（水産物）（続き)

放射能濃度 単位：Bq/kg
魚種名 採取地 採取月日 測定容器

I-131 Cs-134 Cs-137

43 乾燥昆布 函館市 ― ７/22 マリネリ ＜6.2 ＜2.5 ＜2.0

44 乾燥昆布 稚内市沖 N45/27，E141/52 ８/３ マリネリ ＜3.5 ＜1.3 ＜1.3

45 乾燥昆布 函館市 ― ８/11 マリネリ ＜2.1 ＜2.0 ＜1.6

46 カキ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ８/19 マリネリ ＜0.42 ＜0.39 ＜0.36

47 ホタテガイ 網走市沖 N44/09，E144/11 ８/19 マリネリ ＜0.41 ＜0.36 ＜0.33

48 ホタテガイ 稚内市沖 N45/31，E142/06 ８/20 マリネリ ＜0.44 ＜0.37 ＜0.37

49 灯台ツブ えりも町沖 N42/01，E143/28 ８/21 マリネリ ＜0.79 ＜0.31 ＜0.41

50 ホッキガイ 苫小牧市沖 N42/36，E141/37 ８/27 マリネリ ＜0.41 ＜0.39 ＜0.35

51 ウニ 伊達市沖 N42/30，E140/46 ８/28 マリネリ ＜0.46 ＜0.39 ＜0.46

52 ホッキガイ 苫小牧市沖 N42/36，E141/30 ９/19 マリネリ ＜0.64 ＜0.46 ＜0.33

53 乾燥昆布 根室市 N43/09，E145/29 ９/７ マリネリ ＜2.3 ＜2.2 ＜1.7

54 乾燥昆布 浜中町 N43/02，E145/06 ９/７ マリネリ ＜1.7 ＜1.3 ＜0.94

55 乾燥昆布 釧路町 N42/51，E144/33 ９/11 マリネリ ＜2.2 ＜1.5 ＜1.2

56 灯台ツブ えりも町沖 N42/00，E143/28 ９/12 マリネリ ＜0.76 ＜0.44 ＜0.40

57 ホタテガイ 紋別市沖 N44/23，E143/23 ９/16 マリネリ ＜0.49 ＜0.41 ＜0.44

58 カキ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ９/17 マリネリ ＜0.46 ＜0.40 ＜0.40

59 アサリ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ９/17 マリネリ ＜0.49 ＜0.37 ＜0.35

60 ホタテガイ 枝幸町沖 N44/50，E142/45 ９/17 マリネリ ＜0.44 ＜0.38 ＜0.41

61 乾燥昆布 函館市 N41/45，E141/06 ９/20 マリネリ ＜1.3 ＜1.8 ＜1.4

62 灯台ツブ えりも町沖 N42/01，E143/27 10/14 マリネリ ＜0.84 ＜0.44 ＜0.42

63 ホタテガイ 北見市沖 N44/13，E143/52 10/20 マリネリ ＜0.41 ＜0.33 ＜0.34

64 ホタテガイ 稚内市沖 N45/31，E142/06 10/20 マリネリ ＜0.45 ＜0.41 ＜0.37

65 ホッキガイ 苫小牧市沖 N42/37，E141/38 10/21 マリネリ ＜0.41 ＜0.39 ＜0.31

66 カキ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 10/21 マリネリ ＜0.39 ＜0.39 ＜0.32

67 アサリ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 10/21 マリネリ ＜0.38 ＜0.35 ＜0.36

68 灯台ツブ えりも町沖 N42/01，E143/26 11/17 マリネリ ＜0.93 ＜0.40 ＜0.42

69 ホッキガイ 苫小牧市沖 N42/37，E141/38 11/23 マリネリ ＜0.49 ＜0.36 ＜0.38

70 ホタテガイ 伊達市沖 N42/27，E140/48 11/25 Ｕ８ ＜4.5 ＜3.2 ＜4.6

71 カキ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 11/25 マリネリ ＜0.38 ＜0.32 ＜0.38

72 アサリ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 11/25 マリネリ ＜0.43 ＜0.36 ＜0.37

73 ナマコ 長万部町沖 N42/34，E140/30 11/25 マリネリ ＜0.41 ＜0.34 ＜0.32

74 灯台ツブ えりも町沖 N41/51，E143/26 12/11 マリネリ ＜1.3 ＜0.35 ＜0.37

75 ホタテガイ 標津町沖 N43/43，E145/10 12/13 マリネリ ＜0.57 ＜0.35 ＜0.29

76 ホタテガイ 長万部町沖 N42/29，E140/24 12/16 マリネリ ＜0.45 ＜0.36 ＜0.40

77 ナマコ 長万部町沖 N42/34，E140/30 12/16 マリネリ ＜0.42 ＜0.35 ＜0.33

78 カキ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 12/16 マリネリ ＜0.40 ＜0.31 ＜0.38

79 アサリ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 12/16 マリネリ ＜0.41 ＜0.38 ＜0.33

80 ホッキガイ 苫小牧市沖 N42/37，E141/36 12/16 マリネリ ＜0.45 ＜0.41 ＜0.37

81 ウニ 根室市沖 N43/19，E145/44 12/16 マリネリ ＜0.47 ＜0.35 ＜0.38

82 ウニ 根室市沖 N43/20，E145/46 １/24 マリネリ ＜0.50 ＜0.47 ＜0.37

83 ホッキガイ 苫小牧市沖 N42/37，E141/38 １/27 マリネリ ＜0.48 ＜0.46 ＜0.31

84 ホタテガイ 伊達市沖 N42/27，E140/48 １/27 マリネリ ＜0.44 ＜0.37 ＜0.44

85 カキ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 １/27 マリネリ ＜0.40 ＜0.39 ＜0.32

86 アサリ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 １/27 マリネリ ＜0.49 ＜0.47 ＜0.35

87 ナマコ 長万部町沖 N42/34，E140/30 １/27 マリネリ ＜0.39 ＜0.39 ＜0.36

88 ウニ 根室市沖 N43/20，E145/46 ２/８ マリネリ ＜0.66 ＜0.45 ＜0.37

89 カキ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ２/17 マリネリ ＜0.42 ＜0.30 ＜0.34

90 アサリ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ２/17 マリネリ ＜0.44 ＜0.39 ＜0.30

91 ナマコ 長万部町沖 N42/34，E140/30 ２/18 マリネリ ＜0.45 ＜0.39 ＜0.41

92 ホタテガイ 長万部町沖 N42/29，E140/24 ２/18 マリネリ ＜0.45 ＜0.48 ＜0.45

93 ホッキガイ 苫小牧市沖 N42/37，E141/39 ２/19 マリネリ ＜0.41 ＜0.45 ＜0.37

94 ナマコ 長万部町沖 N42/34，E140/30 ３/24 マリネリ ＜0.41 ＜0.36 ＜0.34

95 ホタテガイ 伊達市沖 N42/25，E140/51 ３/24 マリネリ ＜0.45 ＜0.39 ＜0.36

96 カキ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ３/24 マリネリ ＜0.37 ＜0.37 ＜0.35

97 アサリ 厚岸町沖 N43/02，E144/51 ３/24 マリネリ ＜0.43 ＜0.48 ＜0.35

98 ホッキガイ 苫小牧市沖 N42/37，E141/38 ３/24 マリネリ ＜0.44 ＜0.50 ＜0.37

備考：不検出は，＜検出限界と表記した．
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４．まとめ

2013年度の調査では，北海道の空間放射線量率は，一

部の非破壊検査による異常値を除き，福島第一原発事故前

の平常値の範囲内 にあった．土壌や海水からも人工放

射性核種はほとんど検出されず，海産物においても一部マ

ダラからCs-134が検出されたが，減少傾向にあった．

また2013年度監視計画による道内に流通する食品の放

射能検査が実施されたが，新基準値を超えた試料はなかっ

た ．

以上を総括すると，北海道は陸上及び沿岸域ともに，着

実に福島第一原発事故前の状態に戻りつつある．しかし，

広い範囲に目を向けてみると，依然として福島県やその近

隣県では，出荷制限を受ける農水産物が散見される ．ま

た，太平洋へ流出している人工放射性核種の規模も判明し

つつあり ，その影響は海産物，特に回遊性の大型魚

種に及ぶことが懸念される．このことから，食品や環境中

の放射能レベルについては，今後も注意深い監視と迅速な

情報公開が必要であると考える．

本稿を終えるにあたり，試料の調査・採取・前処理にご

協力頂きました関係各位に深謝いたします．
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放射能濃度 単位：Bq/kg
採取地 採取日
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