
北海道立衛生研究所では，北海道民の生活環境や食品の

安全性確保及び不測の事態への対応を目的として，2011

年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）の影響も含め，1957年より継続して

北海道における放射能調査を実施している ．これまで

の調査では，北海道における福島第一原発事故の影響は，

年の経過と共に減少し，事故以前に近い状態まで回復しつ

つあることを報告した ．

本稿では，2013年度に引き続き，2014年度に当所にお

いて実施した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），道独自の放射能

調査について，結果の概要を報告する．

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)

2014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．

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は原子力発電所事故の影響を

反映する重要な核種である ．また，2014年５月の月間降

下物，土壌，フナ，サケ，コンブからは，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 ．ただし，コンブ

については2011年の原発事故後では初めての検出となっ

た．事故以前では，2008年度に0.081Bq/kgの検出例が

ある ．その他に I-131が淡水から検出された．I-131は

福島原発事故以前の2010年７月に検出例があり，このと

きは甲状腺治療患者等の排泄物が，下水等を通して流入し

たものと考察している ．また当該原発事故の直近（2011

年７月）の淡水調査時には I-131は検出されていない

ことから，今回の検出は原発事故の影響ではなく，上記

2010年７月の検出例と同様の要因によるものと考えられ

た．これら水準調査の結果を2013年度 と比較してみる

と，当該調査対象品目からの検出頻度は全体的に減少傾向

にあり，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)

2014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．2014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，

網走市において，一時的に平常値の範囲（0.015～0.089

μGy/h）を超える値：0.102μGy/h（2014年８月24日

20：10-20：20の測定値）が観測された．非破壊検査な

ど人工的要因による影響を除いて，北海道で観測される

空間放射線量率が0.1μGy/hを超過する例は，これま

でも札幌市，旭川市，岩見沢市，稚内市及び倶知安町で

見られる（表2）．いずれも降雨雪や暴風等の気象条件

の変化が伴っており，一時的な上昇の後，天候の回復と
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ともに正常範囲へと戻る傾向を示す．これらの現象は，

大気中に存在する半減期の比較的短い自然放射性核種

（Pb-214やTl-208等）が，暴風雨により地表面に沈降

し，一時的にその地域の空間放射線量を上昇させること

が要因であると考えられている ．当時の網走市の気象

観測データでは，5～6mmの降雨，北北東の風及び最

大瞬間風速12.4mが記録されている ．当該事例も，

暴風雨等の天候の変化やその後の空間放射線量率の推移

から，自然放射性核種による一時的な空間放射線量率の

上昇と考えられた．また，旭川市及び稚内市も0.1

μGy/hを超過する例が観測されたが，過去の平常値の

範囲内であり，その原因はこれまでと同様に天候の影響

を受けたものと考えられた．

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-131：0.66～1.5mBq/L，Cs-134：0.46～

0.58mBq/L及びCs-137：0.31～0.50mBq/Lであった．

３．北海道による放射能調査

2013年度に引き続き，今回の福島第一原発事故に対応

して，道内の水道水，海水，水産物，農用地土壌について

検査を実施した．

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

2014/4/1～5/1 濃縮 Ｕ８ ＜0.17 ＜0.079 ＜0.051 MBq/km
5/1～ 6/2 濃縮 Ｕ８ ＜0.13 ＜0.083 0.073 MBq/km
6/2～ 7/1 濃縮 Ｕ８ ＜0.23 ＜0.076 ＜0.048 MBq/km
7/1～ 8/1 濃縮 Ｕ８ ＜0.15 ＜0.077 ＜0.050 MBq/km
8/1～ 9/1 濃縮 Ｕ８ ＜0.22 ＜0.075 ＜0.058 MBq/km
9/1～10/1 濃縮 Ｕ８ ＜0.14 ＜0.073 ＜0.056 MBq/km

月間降下物 （札幌市)
10/1～11/4 濃縮 Ｕ８ ＜0.14 ＜0.081 ＜0.063 MBq/km
11/4～12/1 濃縮 Ｕ８ ＜0.12 ＜0.076 ＜0.047 MBq/km

12/1～2015/1/5 濃縮 Ｕ８ ＜0.16 ＜0.069 ＜0.058 MBq/km
1/5～ 2/2 濃縮 Ｕ８ ＜0.21 ＜0.073 ＜0.049 MBq/km
2/2～ 3/2 濃縮 Ｕ８ ＜0.074 ＜0.073 ＜0.072 MBq/km
3/2～ 4/1 濃縮 Ｕ８ ＜0.14 ＜0.086 ＜0.078 MBq/km

2014/4/2～6/25
のうちの９日間

なし Ｕ８ ＜0.018 ＜0.013 ＜0.0099 mBq/m

7/3～9/25
のうちの９日間

なし Ｕ８ ＜0.031 ＜0.014 ＜0.012 mBq/m
大気浮遊じん （札幌市)

10/9～12/26
のうちの９日間

なし Ｕ８ ＜0.031 ＜0.013 ＜0.011 mBq/m

2015/1/13～3/17
のうちの９日間

なし Ｕ８ ＜0.070 ＜0.016 ＜0.011 mBq/m

原 水 （札幌市) 5/12 濃縮 Ｕ８ ＜1.3 ＜0.44 ＜0.30 mBq/L
蛇口水 （稚内市) 6/2 濃縮 Ｕ８ ＜2.1 ＜0.47 ＜0.34 mBq/L
淡 水 （石狩市) 7/14 濃縮 Ｕ８ 7.8 ＜0.72 ＜0.50 mBq/L
海 水 （余市町) 7/15 なし マリネリ ＜62 ＜60 ＜53 mBq/L
海底土 （余市町) 7/15 乾燥 マリネリ ― ＜0.81 ＜0.54 Bq/kg乾土

土 壌(0-5cm)(江別市) 9/9 乾燥 Ｕ８ ― ＜1.3 16 Bq/kg乾土

土 壌(5-20cm)(江別市) 9/9 乾燥 Ｕ８ ― ＜1.1 5.1 Bq/kg乾土

ダイコン （恵庭市) 8/4 灰化 Ｕ８ ― ＜0.011 ＜0.083 Bq/kg生

ホウレンソウ （恵庭市) 8/4 灰化 Ｕ８ ― ＜0.048 ＜0.033 Bq/kg生

精 米 （石狩市) 11/10 なし マリネリ ＜0.069 ＜0.087 ＜0.064 Bq/kg

原 乳 （札幌市) 8/25 なし マリネリ ＜0.076 ＜0.079 ＜0.064 Bq/L生

原 乳 （由仁町) 8/18 なし マリネリ ＜0.072 ＜0.070 ＜0.063 Bq/L生

原 乳 （当別町) 8/18 なし マリネリ ＜0.065 ＜0.069 ＜0.059 Bq/L生

フ ナ （石狩市) 7/14 灰化 Ｕ８ ― ＜0.052 0.054 Bq/kg生

サ ケ （浦河町) 10/8 灰化 Ｕ８ ― ＜0.048 0.12 Bq/kg生

マダラ （釧路市) 1/14 灰化 Ｕ８ ― 0.052 0.20 Bq/kg生

ホッキガイ （苫小牧市) 10/15 灰化 Ｕ８ ― ＜0.037 ＜0.027 Bq/kg生

ホタテガイ （猿払村) 9/25 灰化 Ｕ８ ― ＜0.047 ＜0.041 Bq/kg生

コンブ （余市町) 7/15 灰化 Ｕ８ ― ＜0.11 0.079 Bq/kg生

備考：不検出は，＜検出限界と表記した．
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試料はそれぞれ，水道水及び海水（北海道沿岸）は前処

理なしで，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．

水道水及び海水について表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，

0.3～0.5Bq/Lの範囲であった．

北海道沿岸で漁獲された水産物100件の結果を表5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

の基準値（放射性セシウム：100Bq/kg）を超過した検体

はなく，すべて検出下限未満であった．

北海道内の農用地土壌７カ所について，表6に結果を示

した．土壌は，2011年度から４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

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

2014/04/01～2014/06/30 ＜0.77 ＜0.46 ＜0.31

2014/07/01～2014/09/30 ＜0.84 ＜0.58 ＜0.50

2014/10/01～2014/12/26 ＜1.5 ＜0.47 ＜0.32

2015/01/05～2015/03/31 ＜0.66 ＜0.52 ＜0.33

＊：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．

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

2014/4/1

～2015/3/31
0.021-0.058 0.019-0.105

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

2014/4/1

～2015/3/31
0.023-0.052 0.014-0.057

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)

過去２年間の範囲

(μGy/h)

函館市 連続測定
2014/4/1

～2015/3/31
0.021-0.075 0.017-0.083

倶知安町 連続測定
2014/4/1

～2015/3/31
0.014-0.090 0.015-0.105

岩見沢市 連続測定
2014/4/1

～2015/3/31
0.025-0.089 0.023-0.286

旭川市 連続測定
2014/4/1

～2015/3/31
0.026-0.104 0.021-0.105

稚内市 連続測定
2014/4/1

～2015/3/31
0.023-0.104 0.017-0.115

網走市 連続測定
2014/4/1

～2015/3/31
0.013-0.102 0.015-0.089

室蘭市 連続測定
2014/4/1

～2015/3/31
0.021-0.075 0.017-0.098

帯広市 連続測定
2014/4/1

～2015/3/31
0.019-0.069 0.017-0.080

釧路市 連続測定
2014/4/1

～2015/3/31
0.023-0.061 0.026-0.070

１)モニタリングポストは10分値（１時間値は，0.021-0.057（μGy/h）の範囲であった）
２)2009年度～2013年度の範囲（１時間値）
３)2012年度～2013年度の範囲（2012年度より測定開始）
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表4 2014年度 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/３月
12

函館市，根室市，

帯広市，稚内市
不検出（12) 不検出（12) 不検出（12)

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)

＊：マリネリ容器を使用

表5 2014年度 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 ホタテガイ 標津町沖 Ｎ43/43，Ｅ145/12 ４/14 マリネリ ＜0.79 ＜0.40 ＜0.34

２ 灯台ツブ えりも町沖 Ｎ42/00，Ｅ143/27 ４/21 マリネリ ＜0.52 ＜0.43 ＜0.37

３ カキ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ４/21 マリネリ ＜0.39 ＜0.37 ＜0.32

４ アサリ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ４/21 マリネリ ＜0.43 ＜0.39 ＜0.38

５ ホタテガイ 長万部町沖 Ｎ42/29，Ｅ140/24 ４/22 マリネリ ＜0.46 ＜0.39 ＜0.36

６ ナマコ 長万部町沖 Ｎ42/34，Ｅ140/30 ４/22 マリネリ ＜0.42 ＜0.36 ＜0.29

７ 灯台ツブ えりも町沖 Ｎ42/01，Ｅ143/25 ５/14 マリネリ ＜0.70 ＜0.35 ＜0.31

８ ホタテガイ干貝柱 猿払村 Ｎ45/26，Ｅ142/17 ５/15 マリネリ ＜0.77 ＜0.72 ＜0.55

９ ナマコ 長万部町沖 Ｎ42/34，Ｅ140/30 ５/19 マリネリ ＜0.47 ＜0.35 ＜0.34

10 カキ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ５/19 マリネリ ＜0.40 ＜0.33 ＜0.39

11 アサリ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ５/19 マリネリ ＜0.47 ＜0.35 ＜0.37

12 ホタテガイ 長万部町沖 Ｎ42/29，Ｅ140/24 ５/19 マリネリ ＜0.42 ＜0.43 ＜0.40

13 乾燥昆布 根室市 Ｎ43/23，Ｅ145/51 ６/２ マリネリ ＜2.0 ＜2.8 ＜2.0

14 ホタテガイ干貝柱 紋別市 Ｎ45/30，Ｅ142/02 ６/７ マリネリ ＜0.74 ＜0.66 ＜0.64

15 灯台ツブ えりも町沖 Ｎ42/00，Ｅ143/35 ６/12 マリネリ ＜0.67 ＜0.52 ＜0.34

16 ホタテガイ干貝柱 紋別市 Ｎ44/21，Ｅ143/28 ６/12 マリネリ ＜0.73 ＜0.73 ＜0.65

17 ホタテガイ 稚内市沖 Ｎ45/29，Ｅ142/11 ６/15 マリネリ ＜0.42 ＜0.37 ＜0.32

18 ナマコ 長万部町沖 Ｎ42/34，Ｅ140/30 ６/16 マリネリ ＜0.43 ＜0.39 ＜0.34

19 ホタテガイ 標津町沖 Ｎ43/38，Ｅ145/16 ６/16 マリネリ ＜0.43 ＜0.41 ＜0.38

20 カキ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ６/16 マリネリ ＜0.47 ＜0.44 ＜0.36

21 アサリ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ６/16 マリネリ ＜0.51 ＜0.39 ＜0.36

22 ホタテガイ 長万部沖 Ｎ42/29，Ｅ140/24 ６/16 マリネリ ＜0.40 ＜0.41 ＜0.37

23 ホタテガイ 北見市沖 Ｎ44/10，Ｅ144/00 ６/17 マリネリ ＜0.41 ＜0.43 ＜0.38

24 ウニ 伊達市沖 Ｎ42/30，Ｅ140/46 ６/23 マリネリ ＜0.41 ＜0.42 ＜0.42

25 乾燥昆布 厚岸町 Ｎ42/58，Ｅ144/52 ６/24 マリネリ ＜2.3 ＜2.9 ＜2.1

26 乾燥昆布 広尾町 Ｎ42/12，Ｅ143/19 ６/27 マリネリ ＜2.8 ＜2.3 ＜1.8

27 ホタテガイ干貝柱 常呂町 Ｎ44/07，Ｅ143/30 ６/28 マリネリ ＜0.76 ＜0.72 ＜0.62

28 ホタテガイ干貝柱 興部町 Ｎ44/27，Ｅ143/17 ７/１ マリネリ ＜0.68 ＜0.70 ＜0.63

29 乾燥昆布 釧路市 Ｎ42/56，Ｅ144/28 ７/３ マリネリ ＜2.0 ＜2.6 ＜2.0

30 乾燥昆布 利尻町 Ｎ45/13，Ｅ141/15 ７/６ マリネリ ＜2.4 ＜1.5 ＜1.2

31 灯台ツブ えりも町沖 Ｎ42/00，Ｅ143/27 ７/７ マリネリ ＜0.84 ＜0.47 ＜0.44

32 乾燥昆布 根室市 Ｎ43/13，Ｅ145/35 ７/８ マリネリ ＜1.9 ＜2.3 ＜1.8

33 乾燥昆布 雄武町 Ｎ44/39，Ｅ142/53 ７/10 マリネリ ＜1.3 ＜1.6 ＜1.2

34 ホタテガイ 紋別市沖 Ｎ44/23，Ｅ143/28 ７/12 マリネリ ＜0.46 ＜0.43 ＜0.33

35 アサリ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ７/14 マリネリ ＜0.47 ＜0.39 ＜0.34

36 カキ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ７/14 マリネリ ＜0.44 ＜0.37 ＜0.39

37 乾燥昆布 えりも町 Ｎ42/02，Ｅ143/06 ７/15 マリネリ ＜2.1 ＜2.1 ＜1.6

38 ホッキガイ 苫小牧市沖 Ｎ42/36，Ｅ141/37 ７/15 マリネリ ＜0.45 ＜0.40 ＜0.34

39 乾燥昆布 根室市 Ｎ43/02，Ｅ145/04 ７/16 マリネリ ＜3.4 ＜2.9 ＜2.3

40 ホタテガイ 枝幸町沖 Ｎ45/01，Ｅ142/36 ７/16 マリネリ ＜0.46 ＜0.41 ＜0.36

41 ウニ 伊達市沖 Ｎ42/30，Ｅ140/46 ７/16 マリネリ ＜0.46 ＜0.45 ＜0.36

42 乾燥昆布 浦河町 Ｎ42/10，Ｅ142/43 ７/16 マリネリ ＜2.2 ＜1.5 ＜1.3

43 ホタテガイ干貝柱 佐呂間町 Ｎ44/11，Ｅ144/01 ７/17 マリネリ ＜0.68 ＜0.71 ＜0.61

44 乾燥昆布 函館市 ― ７/18 マリネリ ＜3.0 ＜2.6 ＜2.0

備考：不検出は，＜検出限界と表記した． (続く)
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表5 2014年度 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

45 乾燥昆布 羅臼町 Ｎ44/00，Ｅ145/11 ７/21 マリネリ ＜1.2 ＜1.6 ＜1.3

46 乾燥昆布 函館市 Ｎ41/45，Ｅ141/06 ７/28 マリネリ ＜1.8 ＜1.6 ＜1.2

47 乾燥昆布 稚内市沖 Ｎ45/27，Ｅ141/52 ８/８ マリネリ ＜2.4 ＜2.1 ＜1.5

48 灯台ツブ えりも町沖 Ｎ41/56，Ｅ143/25 ８/９ マリネリ ＜0.42 ＜0.39 ＜0.40

49 乾燥昆布 函館市 Ｎ41/07，Ｅ140/09 ８/９ マリネリ ＜1.8 ＜1.5 ＜1.1

50 ホタテガイ 稚内市沖 Ｎ45/29，Ｅ142/11 ８/18 マリネリ ＜0.48 ＜0.48 ＜0.34

51 カキ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ８/19 マリネリ ＜0.41 ＜0.36 ＜0.34

52 ホタテガイ 網走市沖 Ｎ44/09，Ｅ144/11 ８/20 マリネリ ＜0.44 ＜0.43 ＜0.35

53 ホッキガイ 苫小牧市沖 Ｎ42/34，Ｅ141/25 ８/21 マリネリ ＜0.42 ＜0.44 ＜0.34

54 乾燥昆布 浜中町 Ｎ43/02，Ｅ145/06 ９/７ マリネリ ＜1.7 ＜1.4 ＜1.0

55 灯台ツブ えりも町沖 Ｎ41/55，Ｅ143/32 ９/９ マリネリ ＜0.42 ＜0.50 ＜0.35

56 乾燥昆布 根室市 Ｎ43/09，Ｅ145/29 ９/11 マリネリ ＜1.9 ＜1.5 ＜1.2

57 ホタテガイ 紋別市沖 Ｎ44/21，Ｅ143/25 ９/15 マリネリ ＜0.50 ＜0.35 ＜0.30

58 ホッキガイ 苫小牧市沖 Ｎ42/37，Ｅ141/43 ９/16 マリネリ ＜0.43 ＜0.41 ＜0.37

59 カキ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ９/16 マリネリ ＜0.38 ＜0.36 ＜0.35

60 アサリ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ９/16 マリネリ ＜0.47 ＜0.40 ＜0.41

61 ホタテガイ 枝幸町沖 Ｎ45/00，Ｅ142/35 ９/16 マリネリ ＜0.38 ＜0.42 ＜0.34

62 乾燥昆布 釧路町 Ｎ42/50，Ｅ144/33 ９/20 マリネリ ＜1.0 ＜1.4 ＜0.92

63 灯台ツブ えりも町沖 Ｎ42/00，Ｅ143/28 10/９ マリネリ ＜1.4 ＜0.44 ＜0.34

64 ホタテガイ 紋別市沖 Ｎ44/24，Ｅ143/31 10/20 マリネリ ＜0.48 ＜0.37 ＜0.46

65 ホタテガイ 稚内市沖 Ｎ45/29，Ｅ142/11 10/20 マリネリ ＜0.56 ＜0.49 ＜0.30

66 ホッキガイ 苫小牧市沖 Ｎ42/37，Ｅ141/43 10/25 マリネリ ＜0.51 ＜0.49 ＜0.41

67 カキ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 10/21 マリネリ ＜0.39 ＜0.40 ＜0.39

68 アサリ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 10/21 マリネリ ＜0.44 ＜0.42 ＜0.37

69 灯台ツブ えりも町沖 Ｎ41/59，Ｅ143/28 11/10 マリネリ ＜1.1 ＜0.47 ＜0.37

70 ホッキガイ 苫小牧市沖 Ｎ42/37，Ｅ141/43 11/19 マリネリ ＜0.43 ＜0.41 ＜0.34

71 ホタテガイ 伊達市沖 Ｎ42/25，Ｅ140/51 11/19 マリネリ ＜0.50 ＜0.48 ＜0.41

72 カキ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 11/18 マリネリ ＜0.44 ＜0.38 ＜0.38

73 アサリ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 11/18 マリネリ ＜0.46 ＜0.42 ＜0.39

74 ナマコ 長万部町沖 Ｎ42/02，Ｅ140/49 11/20 Ｕ８ ＜2.0 ＜1.7 ＜1.5

75 灯台ツブ えりも町沖 Ｎ42/00，Ｅ143/31 11/25 マリネリ ＜0.45 ＜0.43 ＜0.35

76 ホタテガイ 標津町沖 Ｎ43/38，Ｅ145/15 12/13 マリネリ ＜0.51 ＜0.36 ＜0.32

77 ホタテガイ 長万部町沖 Ｎ42/29，Ｅ140/24 12/15 マリネリ ＜0.42 ＜0.43 ＜0.36

78 ナマコ 長万部町沖 Ｎ42/34，Ｅ140/30 12/15 マリネリ ＜0.43 ＜0.36 ＜0.31

79 カキ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 12/15 マリネリ ＜0.52 ＜0.42 ＜0.36

80 アサリ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 12/15 マリネリ ＜0.49 ＜0.46 ＜0.43

81 ホッキガイ 苫小牧市沖 Ｎ42/37，Ｅ141/36 12/15 マリネリ ＜0.52 ＜0.42 ＜0.39

82 ウニ 根室市沖 Ｎ43/19，Ｅ145/41 12/14 マリネリ ＜0.47 ＜0.43 ＜0.43

83 ウニ 根室市沖 Ｎ43/19，Ｅ145/41 １/12 マリネリ ＜0.35 ＜0.38 ＜0.40

84 ホッキガイ 苫小牧市沖 Ｎ42/37，Ｅ141/36 １/19 マリネリ ＜0.44 ＜0.43 ＜0.36

85 ホタテガイ 伊達市沖 Ｎ42/25，Ｅ140/51 １/19 マリネリ ＜0.45 ＜0.36 ＜0.41

86 カキ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 １/19 マリネリ ＜0.47 ＜0.37 ＜0.33

87 アサリ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 １/19 マリネリ ＜0.54 ＜0.43 ＜0.41

88 ナマコ 長万部町沖 Ｎ42/34，Ｅ140/30 １/19 マリネリ ＜0.41 ＜0.38 ＜0.35

89 ウニ 根室市沖 Ｎ43/20，Ｅ145/46 ２/12 マリネリ ＜0.73 ＜0.43 ＜0.35

90 ホッキガイ 苫小牧市沖 Ｎ42/37，Ｅ141/39 ２/14 マリネリ ＜0.51 ＜0.39 ＜0.37

91 カキ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ２/16 マリネリ ＜0.42 ＜0.39 ＜0.36

92 アサリ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ２/16 マリネリ ＜0.50 ＜0.47 ＜0.36

93 ナマコ 長万部町沖 Ｎ42/34，Ｅ140/30 ２/16 マリネリ ＜0.44 ＜0.41 ＜0.30

94 ホタテガイ 長万部町沖 Ｎ42/29，Ｅ140/24 ２/19 マリネリ ＜0.43 ＜0.40 ＜0.37

95 ナマコ 長万部町沖 Ｎ42/34，Ｅ140/30 ３/16 マリネリ ＜0.40 ＜0.36 ＜0.31

96 ホタテガイ 標津町沖 Ｎ43/38，Ｅ145/15 ３/13 マリネリ ＜0.53 ＜0.44 ＜0.35

97 ホタテガイ 伊達市沖 Ｎ42/25，Ｅ140/51 ３/16 マリネリ ＜0.49 ＜0.51 ＜0.41

98 カキ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ３/16 マリネリ ＜0.42 ＜0.34 ＜0.35

99 アサリ 厚岸町沖 Ｎ43/02，Ｅ144/51 ３/16 マリネリ ＜0.52 ＜0.44 ＜0.29

100 ホッキガイ 苫小牧市沖 Ｎ42/37，Ｅ141/39 ３/16 マリネリ ＜0.43 ＜0.45 ＜0.35

備考：不検出は，＜検出限界と表記した． (続く)
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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．

なお，本結果は随時北海道のHP でも公表された．

平成26年度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道外産の食品におけ

る放射性物質の検査では，一般食品の基準値（放射性セシ

ウム：100Bq/kg）を超えた検体はなかった ．

４．まとめ

2014年度の調査では，北海道の空間放射線量率は，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を含む放射性セシウムが

検出されたが，基準値の４千分の１程度で，減少傾向に

あった．また2014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，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，

当該事故から４年を経過した現在でも，海洋への放射性物

質の流出・拡散は継続しており，カナダの沿岸域でCs-

134が検出された事例も見られる ．また，依然として福

島県やその近隣県では，出荷制限や摂取制限を受ける農水

産物が散見される ．これら制限対象となっている農水産

物の種類は時間経過とともに減少傾向にあるが，海産の大

型魚，内水面魚，キノコ類，山菜類，野生鳥獣類等につい

ては，今後も注意深く監視していく必要があると考える．

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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