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熊谷・行田・羽生・加須

HSF放射能見える化プロジェクト埼玉

測定公園リスト

非売品

頁 市町 測定公園 空間線量 測定日 頁 市町 測定公園 空間線量 測定日
2 熊谷市 スポーツ文化公園 0.076 8/11 9 羽生市 スカイスポーツ公園 0.060 2/24
3 別府沼公園 0.058 8/14 平和公園 0.058 2/28
4 さくら運動公園 0.060 8/22 旭町公園 0.045 2/28
5 中央公園 0.056 8/2 風の公園 0.047 2/28

東公園 0.059 8/6 前谷公園 0.047 2/28
万平公園 0.055 8/23 大天白公園 0.046 2/28
荒川公園 0.064 8/3 山の公園 0.049 2/28
江南町総合公園 0.049 8/16 大和町公園 0.045 2/28
妻沼運動公園子ども広場 0.058 8/14 10 羽生水郷公園 0.053 1/19
桜リバーサイドパーク 0.056 8/16 11 キャッセ羽生 0.058 2/24

6 行田市 さきたま古墳公園 0.052 1/11 12 加須市 騎西総合公園 0.056 4/16
7 古代蓮の里 0.052 2/14 田ヶ谷サン・スポーツランド 0.051 4/12

行田総合運動公園 0.055 1/24 13 環境科学国際センター 0.057 4/12
8 水城公園 0.060 8/13 大利根運動公園 0.060 3/21

見沼元圦公園 0.066 8/13 加須未来館 0.052 3/21
ふれあい公園 0.055 3/21

14 はなさき水上公園 0.053 3/14

＊単位はμSv/h。■■内は5cm高の測定、他は50cm
高の測定。

測定高について　測定の高さが 5cm､50cmと不統一になっています。これはホットスポットの発見をより確実にするため、
2015 年 4月より 5cm高での測定に改めたためです。HSF 市民測定所は、今の安全の確認が最優先と考えています。0.06μ
Sv/h 前後の公園では 50cm高の値に、係数 1.1 をかけると 5cm高の値とほぼ同じ数値になります。
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放射能とは　本来は放射線を放出する能力のことです。放射線にはα線、β線、γ線とありますが、この冊子の数値はγ線
の測定値です。γ線の中で問題となるのは原発事故由来のセシウムですが、この測定値には自然放射線の値も含まれ
ています。測定データを分析して、明らかに自然放射線の影響と思われる場合は、説明をつけています。 ３

μSv/h という単位について　一般に空間線量はμSv/h( マイクロシーベルト /時 )、食品や土壌は Bq/kg（ベクレル /キロ
グラム）が用いられます。空間線量の除染基準は 0.23μSv/h、食品は 100Bq/kg 以下が国の基準です。福島第一原発事
故から４年半が過ぎて、この基準を緩和しようという動きがありますが、私たちはこれに強く反対します。２

３ 子ども広場遊具前（土・砂）

0.038(50cm高）
0.036( 地表付近）

　 約 100ha におよぶ県内最大級のスポーツ公園です。ラグビ
ー場、陸上競技場、ドーム（現在屋根を修理中）などの施設の他、
何箇所もある多目的広場やピクニック広場などがあり、駐車
場も 2,800 台と簡単に測定できる広さではありません。最初
に造成された西側エリアは、敷石として多用している花崗岩
からの放射線が測定値を押し上げています。ウレタンのジョ
ギングコース（約 4.5km）は、市内の同様コースに比べて若

干高めでした。公園の東側エ
リアでは、ホットス

ポットを何
箇所

も発見しまし
た。直ちに管理事
務所を通じ、県に除染
をお願いしました。放射能
は、時間の経過とともに低減します。
しかし、逆に濃縮が進むところもあり、簡単に
は消えてくれません。福島原発事故から４年半、熊谷の放
射能汚染の現状を指し示す公園といえるでしょう。

　別府沼を中心に東西に約 1kmもあ
る細長い公園で、北にゴミ処理場、
東側には別府小学校があります。
今回は西の芝生広場と東の子ども
広場を測定しました。芝生の上は
低線量で子どもの遊び場は安心
レベルです。
　大人に人気
のウレタン舗
装のウォーキ
ングコースは少し高めです。また、西の駐車場の隅のたまり土からは、除染基準 0.23μSv/h
超のポイントが見つかり、熊谷市が除染を行いました。
　深谷パティオと同じく、ゴミ焼却場の巨大煙突の下の公園で

移動測定平均 0.058μSv/h移動測定平均 0.076μSv/h 熊谷市　別府沼公園
《放射能汚染の現状を示す指標 　東エリア舗装面と接する芝地にセシウム濃縮 》

熊谷市　スポーツ文化公園　
《 芝生広場・こども広場はOK！　駐車場のスミに注意 》

測定データ　日時：2015 年 8 月 14 日 10:00 ～ 12:00、14:30 ～ 16:00　天気：曇り　南東の風　1.5m
　　　　　　方法：移動測定＝地上 5cm高、定点測定 (60 秒間の平均 )＝50cm高、5cm高

測定データ　日時：2015 年 8 月 8日 ( 曇り )、8月 9日 ( 晴れ )、8月 11 日 ( 晴れ )，9月 13 日（曇り）、9月 21 日（晴れ）
　　　　　　方法：移動測定＝地上 5cm高、定点測定 (60 秒間の平均 )＝50cm高、5cm高

測定区間（地表の素材） 移動平均
Ａ ジョギングコース（ウレタン） 0.069
Ｂ 第２駐車場（アスファルト、土） 0.066
Ｃ 西 芝生広場（芝） 0.055
Ｄ ラグビー場周辺（アスファルト、花崗岩の敷石） 0.097
Ｅ 展望広場（築山）～西池周辺（芝、土、敷石） 0.079
Ｆ 東 芝生広場（芝） 0.058
Ｇ 東出入口（徒歩用）～親水広場周辺（アスファルト、敷石） 0.063
Ｈ 陸上競技場・サブトラック周辺（アスファルト、芝） 0.094
Ｉ 子ども広場（芝、土、砂） 0.056
Ｊ 東第１・第２多目的広場外周（アスファルト、芝） 0.093
Ｋ 中央通路・にぎわい広場（タイル･アスファルト、芝） 0.082

ラグビー場

Ｃグランド

Ｂグランド

くまがやドーム

陸上競技場

サブトラック

投てき場

親水
広場

第２駐車場

展望広場

西芝生広場 舗装面の隅のたまり土にセ
シウムが濃縮されている。
いずれも除染基準以下。

す。放射
能だけで
なく煙突
から吐き
出される
有害物質
の影響も
気になり
ます。

６ 大型ローラースベリ台（芝生）

0.047(50cm高）
0.049( 地表付近）

５ 西側ウォーキングコース（ウレタン舗装）

0.061(50cm高）
0.069( 地表付近）

２ ラグビーボールオブジェ（花崗岩）

0.113(50cm高）

公園西 0.061μSv/h

公園東 0.053μSv/h

0.118( 地表付近）

１ ジョギングコース（ウレタン舗装）

0.076(50cm高）
0.084( 地表付近）

除染済
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Ｄ0.097

Ｇ0.063

子ども広場

ふれあい広場

自由広場

東第１多目的広場
東第２

Ｆ0.058

東 芝生広場
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１

２
花崗岩からの自
然放射線のため
空間線量が高い
0.07 ～ 0.13μSv/h

敷石の自
然放射線とセ
シウムの合算値と
考えられる
0.06 ～ 0.12μSv/h

地図上の ● は、歩
行測定 10 秒毎の平
均値を色分けした
ものです。距離に
すると 10ｍ程度の
範囲です。 （μSv/h）

0.10
0.08
0.06

線量区分

４ くまどん前駐車場北側（芝生）

0.266

0.441
0.275

0.262
0.240
0.248
0.324

 地上 5cm高

 9 月 21 日現在

0.23μSv/h を超えた部分
は県に除染をお願いしま
した。除染結果等の情報
はHPで公開します。

Ｉ0.056I

Ｂ0.066B

除染済

除染済

アスファルト舗装面と接
する芝地。排水路（暗
渠）にセシウムが濃縮
0.07 ～ 0.44μSv/h
除染されていません

アスファルト面や芝生地の
中央は、問題ない線量。

アスファルト舗装面と接す
る芝地。築山の下にセシ
ウムが濃縮 0.07 ～ 0.35μ
Sv/h除染されていません



人工放射能と自然放射能　原発事故で放出されたのは人工放射能、自然界にもともと存在しているものが自然放射能で
す。みかげ石等の石材・レンガ・砕石の上で計測される高い放射線はほぼ自然放射線と考えらえますが、土や芝生の場
合はセシウムの濃縮の可能性が高いようです。HSF は、スペクトル表示で簡易的にセシウムの有無がわかります。４

自然放射線なら安全か？　自然界には、もともと放射性物質が存在します。野菜や果物、豆類に多く含まれるカリウム 40 
が有名ですが、みかげ石や素焼きレンガの一部からはウラン由来の放射線が測定されます。京大助教の今西哲二さん
は「自然放射線は危ないものであり、それに加えて人工放射線も浴びていると考えるのが妥当」と述べています。 ５

２ ジョギングコース（ウレタン舗装）

旧富士見中学校の跡地に造られた
公園です。最近、子ども遊具を改
修し新しいものに変えたのですが、
残念ながら空間線量はそれほど下
がっていませんでした。一般的に
放射能汚染の濃淡に地域差はあり
ますが、結局は半減期でしかきれ

大人気のふわふわドーム、幼児用
遊具が充実した、
整備のゆきとど
いた芝生の公園
です。空間線量
は安心レベル。

移動測定平均 0.056μSv/h熊谷市　中央公園
《 子供広場・芝生の上は低線量、 　駐車場脇の土砂だまりに注意！》

移動測定平均 0.060μSv/h熊谷市　さくら運動公園　
《 市内公園はほぼ安全レベルだが、セシウムは移動と濃縮を繰り返す 》

測定データ　日時：2015 年８月２日～ 8月 23 日　
　　　　　　方法：移動測定＝地上 5cm高、定点測定 (60 秒間の平均 )＝50cm高、5cm高

測定データ　公園南側：2015 年 8 月 19 日　午前 16:20 ～ 18:00 ／天気：曇り　南東の風２～３ｍ　地上 5cmを測定
　　　　　　公園北側：2015 年 8 月 22 日　午前 15:40 ～ 18:00 ／天気：晴れ曇り　東の風 1～ 2ｍ　地上 5cmを測定
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縮尺１/5000

江南総合公園 0.049μSv/h

0.064μSv/h荒川公園

桜リバーサイドパーク
0.056μSv/h

妻沼運動公園子ども広場
0.058μSv/h

東公園
0.059μSv/h

万平公園 0.055μSv/h

0.056μSv/h中央公園 N

大里地区にあるこの公園は、大型スベリ台、水遊び場、バ
ーベキューと充実しています。小さいけれど、実におもし
ろい公園です。放射能も全く問題なし。

ふわふわドーム、ローラースベリ台、
小さな子どもに人気
の公園、遊具の
周辺の空間線量
は安心レベル。

0.081(50cm高）
0.108( 地表付近）

４ 噴水公園下西側小道（土と芝）

0.062(50cm高）
0.068( 地表付近）

N

N

空間放射線量は熊
谷市の平均レベル

3.11 以降に改修整備、千年桜周辺
及び芝生広場はクールスポット。

熊谷市の平均的な空間線量より若干
高めです。中でもトイレの南方面の
グランドの一部が高く、反対に公園
の北西に設置されている子ども遊具
は、低い線量となりました。

いになってくれないとい
うことです。現在でもセ
シウムは移動と濃縮を繰
り返しています。

第３野球場

第２野球場

第１野球場

陸上競技場

プール

P

P

P

P

P

P

管理事務所
2015.8.23

2015.8.6

2015.8.2

2015.8.3.

2015.8.16

2015.8.16

2015.8.142015.8.14

0.041(50cm高）
0.045( 地表付近）
１ 子供広場　遊具わき（砂・土） ３ 野球場東の駐車場フェンスぎわ（土）

0.150(50cm高）
0.363( 地表付近）

熊谷市が除染

ホットスポッ
ト発見。熊谷
市が除染。

除染基準以下

《公園北側》プロ
野球も開催され
る野球場など
スポーツ施設
が充実してい
ます。今回は
旧秩父街道に
面した駐車場を

入念に測定しました。
ここは休息を取るドライ
バーも多く、フリマな
ども開催されます。
残念ながら野球場レ

フトスタンド外の側溝に沿ってホ
ットスポットを発見、ただちに市に通

報しました。熊谷市からは除染完了の連
絡がありました。ここは、駐車場の縁の部

分と植え込みの中で、アスファルトの部分で
はありません。
《公園南側》子供広場は低線量で問題なし、自由
広場の草地にやや高い地点がありました。公園
南側でも、プール正面の駐車場の駐輪スペース
で 0.23μSv/h 超のたまり土を発見、市に通報

したところ翌日除染の連絡がありました。プール裏の駐車場はやや線量が高めですが、除染基準を超え
る場所はありません。

日本庭園日本庭園

子供広場子供広場
自由広場自由広場

桜野広場桜野広場

芝生広場芝生広場

土地が低く、風雨によるセシ
ウムの局所的な濃縮か？

（μSv/h）

0.10
0.08
0.06

線量区分



ホットスポットの見つかる場所　広いアスファルトの駐車場の縁、雨水がたまり易い場所でよく見つかります。たいてい
粘土質の土が溜まっています。また排水のＵ字溝の底の汚泥をさらって積み上げた場所。草地や芝地でも、中央よりは
縁、全体的に土地が低くなっている所で見つかることがあります。大木の根元でもときどき見つかります。 7

ホットスポットとクールスポット　環境省は、空間線量率 0.23μSv/h 以上を除染基準とし、原発事故前を 0.04μSv/h と
しています。本冊子はこれに基づき、0.23μSv/h 以上の場所をホットスポット、0.04μSv/h 以下の場所をクールスポッ
トとします。空間線量率は測定する高さによって値が変わりますが、本冊子は 5cm高での測定を基準とします。6

N

　非常に広大な公園で２日間かけて測定しまし

た。右の地図の ● は 0.06μSv/h 未満、地図
上では、この色が最も多く、園内で心配に
なる値はほとんど測定されませんでし

た。地図中の ● ● は、大半が石材（花
こう岩等）やアスファルトで舗装され

た部分で、駐車場
やウォーキング
コースになってい
ます。周囲の土の
地面や芝生地より
もやや高い数値に
なっていますが、
自然放射線の影響
だと考えられます。

　この公園は、私
たちが測定したかぎ
りでは、子どもたちを
安心して遊ばせられる場所
だと思われます。

測定データ　日時：2015 年 1 月 11 日　10:30 ～ 17:00  ／天気： 北西～南東の風 1～２ｍ／地上 50cmを測定
　　　　　　日時：2015 年 1 月 12 日　11:00 ～ 12:00  ／天気： 北西の風 6～ 8ｍ　　　 ／地上 50cmを測定

測定データ　古代蓮の里　：2015 年 2 月 14 日　14:00 ～ 16:00 ／天気：晴れ 北西の風 8m  方法：地上 50cm高を移動測定
　　　　　　総合運動公園：2015 年 1 月 24 日　14:00 ～ 16:00 ／天気： 晴れ 無風　　　　 方法：地上 50cm高を移動測定

　埼玉古墳群から東に約 2kmのところにある
古代蓮の里は、名称の通り約 10万株の古代蓮
をメインにした大規模公園で、ＨＰによると年
間約 16万人が訪れるそうです。この日も強風
の中、子どもを遊ばせているファミリー、散歩
している人、釣り人そしてカップルとたくさん
の人たちが訪れていました。空間線量の総移動
平均は、0.052μSv/h でした。子ども遊具周辺
は、0.042μ
Sv/h と低い値
でした。全体的
によく整備され
清掃も行き届い
た公園です。

　国道 125 号バイパスに接する行田総
合公園は、16.4ha と想像していたより
広く多目的な用途に使用されています。
ギュギュッと凝縮されたような子ども
広場は、たくさんの子どもたちで賑わ
っていました。空間線量は公園全体で
もそれほど高くはありませんが、その
中でも子ども広場の線量は低く安心で
きる数値でした。

３ 藁オブジェ中央（芝生）

0.050(50cm高）
0.053( 地表付近）

４ 子ども広場コンビネーション遊具前（芝）

0.038(50cm高）
0.036( 地表付近）

子ども広場

自由広場

プール

野球場

水鳥の池

古代蓮会館

古代蓮池

釣堀

自然の森

グリーンアリーナ

２ 二子山古墳看板前（芝生・土）

0.048(50cm高）
0.048( 地表付近）

１ 稲荷山古墳頂上（芝生・土）

0.054(50cm高）
0.056( 地表付近）

1/6250

さきたま広場

P

（μSv/h）

0.10
0.08
0.06

線量区分

１

２

３

４

移動測定平均 0.052μSv/h 移動測定平均 0.052μSv/h行田市　さきたま古墳公園

《 広大な施設だけど、どこも安心スポット 》

行田市　古代蓮の里
《 子ども遊具周辺は低空間線量で安心 》

移動測定平均 0.055μSv/h行田総合運動公園二子山古墳

将軍山
古墳

稲荷山古墳

芝生広場

丸山
古墳

奥の山古墳

鉄砲山古墳

中
の
山
古
墳

愛宕山
古墳

石材で舗装
自然放射線



ホットスポットを発見したら　公園などで 0.23μSv/h 以上の場所を見つけたら、すぐに自治体に通報します。通常は
0.23μSv/h 以上なら除染してくれます。秩父市や加須市は１μSv/h 以上ですが、多くの自治体は地表付近 0.23μSv/h
の線量で除染します。自宅で発見した場合、理不尽な話ですが、自己責任・自己負担で除染するしかないようです。８

　水城公園は、近所
の幼稚園の依頼で測
定しました。幼稚園
からの通路と芝生広
場だけを測定しまし
たが、あとから公園
全体を追加測定しま
した。子供の遊び場
は、行田市内の平均
的な空間線量で、心
配はありません。し
かし、アスファル
トの遊歩道の脇
で、セシウム由
来のやや高め

の線

量が計測される部
分もありました。
遊歩道は中央を
歩いたほうが安
全です。

《 ほぼ安全レベルだが、部分的にやや線量の高いところもある 》

移動測定平均 0.060μSv/h行田市　水城公園　

測定データ　日時：2015 年 7 月 26 日（晴れ　南東の風 2m）／ 8 月 13 日（曇り　南東の風 3m）
　　　　　　方法：移動測定＝地上 5cm高、定点測定 (60 秒間の平均 )＝50cm高、5cm高

行田総合運動公園

N

　全体的に線量が高めです。特に東側の遊歩道の両脇の
溜まり土には注意したい。北の駐車場の隅には、排水溝
の汚泥が盛られており、ここでは 0.23μSv/h 超を計測しました。測定は 8月で藪蚊が多く、
公園内にも注意の看板がありました。放射能とやぶ蚊に注意したい公園です。

２ プールわきの公園（土・砂）

0.054(50cm高）
0.058( 地表付近）

0.098( 地表付近）
0.083(50cm高）

３ 地方庁舎前芝生広場（芝）

0.049( 地表付近）
0.052(50cm高）

N

移動測定平均 0.066μSv/h

４ 東側遊歩道（芝・アスファルト・土）

0.080(50cm高）
0.093( 地表付近）0.063( 地表付近）

0.061(50cm高）

見沼元圦公園

N

１

２

３

４

１ 水城公園芝生広場 中央（芝･草）

0.046(50cm高）
0.049( 地表付近）

駐車場の隅で0.23
μSv/h超、行田市
へは通報済み

健康遊具

市民プール

児童センター

行田地方庁舎

セシウム濃縮
除染基準以下

（μSv/h）

0.10
0.08
0.06

線量区分



年間１mSv　法律が定めた年間被ばく量の限度で、世界基準もこれです。日本政府はあれこれ数字を操作して、0.23μ
Sv/h 以下なら大丈夫としていますが、単純に 1mSv÷365 日÷24 時間＝0.114μSv/h と計算し、当会はこれ以上の
場所を「危険」と判断します。同じ被ばく量でも、子どもは大人の 10 倍も 100 倍も大きなダメージを受けます。 11

移動測定平均 0.058μSv/h

《 子ども遊び場は安全レベル、石材の舗装面は自然放射線 》

測定データ　日時：2015 年 1 月 29 日   10:10 ～ 16:30　　天気：晴れ 北、東の風 1～ 2ｍ ／  2 月 19 日
　　　　　　方法：移動測定＝地上 50cm高、定点測定 (60 秒間の平均 )＝50cm高、5cm高

羽生市　羽生水郷公園・さいたま水族館 羽生市　キャッセ羽生

《 安心して遊べる水辺の公園 》

雨風で移動するセシウム　セシウムは微細な土と結合した状態で風雨によって移動します。2015 年 9 月現在、セシウム
は 3.11 原発事故当時の 56% に減っています。広い駐車場の隅の排水の悪い場所では、雨が降るたびに放射線量が高
くなる傾向にあります。セシウムは、中央より隅、高い所より低い所、乾燥した所より湿った場所で濃縮されます。10

移動測定平均 0.053μSv/h



土壌検査　土を食品のように検査し、放射線量はBq/kgで示されます。埼玉北部の平均は100Bq/Kg前後と思われますが、
空間線量には 500Bq/kg 以上でないと反映せず、5cm高 0.05μSv/h で 300Bq/kg という事例もありました。また、同じ
場所でも深さによっても値は変化します。その土地の 1点だけを測定しても、全体像は見えないものです。

1312

放射線測定器について　エアカウンターは半導体式、テラや RADEX はガイガー管式、当会のHSF やホリバはシンチレー
ションです。測定の条件にもよりますが、ガイガー管式のテラや RADEX は、HSF やホリバの倍くらいの数値を示すことが
あります。HSF の値はホリバよりも１～２割低い値。 シンチレーションでも、DC-100 などは 2万円程度です。

　子どもの広場がやや高い感じです。自然放
射線の影響もありますが、写真４の地点は明
らかにセシウムの汚染です。熊谷市や行田市
の除染基準を超える線量ですが、加須市の局
所的な汚染の除染基準は 1μSv/h で、その
ままの状態です。利用者は要注意！ ４ 駐車場との境の植え込み（土）

0.158(50cm高）
0.258( 地表付近）

駐車場植え込
みとトイレの
前広場のたま

り土で 0.23μSv/h 前後を計測しました。

　広々した場所に立派な施設。放
射能に関しては気をつける場所
はなく、どこも低線量で安心
な公園です。

　田んぼの中にある中規模公園で、大きなアリーナがあり利用する人
は多いと思われます。ここで放射能汚染の特徴的な現
象が確認できました。駐車場は、アスフ
ァルトと砂利が敷かれた土が、半々
になっています。移動測定で、アス
ファルト 〉砂利・土と明確に違いが出
ました。アスファルト舗装面は、セシ
ウム由来の場合と自然放射線由来の場
合、その両方の場合と判断が難しいのです

が、古
い舗装だ
とセシウ
ム濃縮が多
いようです。

　ここは、福島以後の造園について示唆を
与えてくれる公園だと思います。全体的に
はそれほど高い空間線量ではありません
が、花崗岩の多用や、細かな白い砂利が子
ども広場に撒かれていたり、自然放射線の
影響を強く受ける造りとなっています。今
後の公園設計や造園について、石の使い方

に十分注意を払ってもらいたいと思います。野球場の南に東
西に護岸を石で固めた親水ゾ
ーンがあります。ここの石は、
火山岩系の石と思われ自然放
射線の放出はありませんでし
た。写真 2は、白い砂の自然
放射線の影響による値です。

　地球環境に特化した大規模施設で、
モニタリングポストも設置されてい
ます。駐車場から種足ふれあいの森
へ入る辺りで、子どもたちが走り回
るような場所に、土砂などを埋め
戻したと思われる場所が３箇所あ
りました。どれも高い放射線を記
録しました。この日の測定では、
ラッパ遊具の手前が地表付近で
0.23μSv/h を超えていて、この
上を子どもたちが乗ったり転げた
りすることを考えると、とても
心配になります。加須市の場合はこの数値では除染しません。

移動測定平均 0.057μSv/h加須市　埼玉県環境科学国際センター

《ふれあいの森　ラッパ遊具の周辺は要注意！》

測定データ　騎西総合公園　日時：2015 年 4 月 16 日　15:20 ～ 16:50 ／天気：晴れ 　微風／地上 50cmを測定
　　　　　　田ヶ谷サン･スポーツランド　日時：2015 年 4 月 12 日　9:30 ～ 10:40 ／天気：晴れ　無風／地上 50cmを測定

測定データ　埼玉県環境科学国際センター　日時：2015 年 4 月 12 日　11:00 ～ 13:30 ／天気：晴れ　無風／地上 50cm測定
　　　　　　大利根運動公園　日時：2015 年 3 月 21 日　14:20 ～ 14:50 ／天気：晴れ　北西風 1m／地上 50cm測定

２ ３ 種足ふれあいの森 遊具（土・枯葉）

0.131(50cm高）
0.240( 地表付近）

１ 釣り池手前（土・芝生）

0.052(50cm高）
0.060( 地表付近）

２ 子ども広場遊具（土・白砂）

0.071(50cm高）
0.074( 地表付近）

移動測定平均 0.056μSv/h加須市　騎西総合公園

《 土の道より、アスファルトの道の空間線量が高い　埼玉の傾向 》

P

ふれあい公園加須未来館
（野菊の公園）

移動測定平均 0.051μSv/h田ヶ谷サン・スポーツランド

移動平均 0.052μSv/h

移動平均 0.060μSv/h大利根運動公園

３

１

４

２

移動平均
0.055μSv/h

2015/03/21

2015/03/21

（μSv/h）

0.10
0.08
0.06

線量区分

アスファルト舗装面
自然放射線の影響か



薪ストーブの灰　東北・関東地方の薪の燃焼灰から高い放射能が検出され、環境省も「安全性が確認された場合を除き、
庭や畑にまくことなく」と通達を出しています。薪は灰になるとセシウムが 200 倍に濃縮されます。薪 ( ペレット）ス
トーブユーザーは必ず灰の検査をするべきです。400Bq/kg 以上の灰は、畑に撒けません。14

3.11 市民ネット深谷　2013 年 7 月に誕生した市民グループです。既成の組織とは関係ありません。2011 年 3 月 11 日
に発生した福島第一原発事故に危機感を持つ市民の集まりです。子どもたちを放射能から守り、原発のない社会の実
現を目指して活動しています。 ＨＳF 市民測定所・深谷はこのグループ内の有志によって運営されております。 15

測定データ　日時：2015 年３月 14 日 10:30 ～ 16:30　曇り晴れ　南の風 1～ 2m　方法：移動測定＝地上 50cm高
　　　　　　　　　2015 年 2 月 28 日（プール周辺）・3月 15 日・21 日・24 日・25 日（ホットスポットの調査）

線量です。ここには子どもを近
づけないよう注意してください。
《加須市の除染基準は１μSv/h》
　市内の別の公園でも、局所的
ですが、0.23μSv/h 超の場所が
何ヶ所か見つかりました。同行
の加須市民が市役所に通報しま
したが、対応を断られたそうで
す。県は 0.23μSv/h で除染して
います。加須市の除染基準の見
直しが強く望まれます。

　はなさき水
上公園は、市の南
東にあるプールを中心と
した公園です。プール以外にも芝
生広場やボートの乗れる大きな池など施設
の充実した県営の公園です。園内の平均線量は　
0.053μSv/h と比較的低く子どもの遊び場に関しては、ほぼ
問題ありません。ただし、写真２の「おもしろ自転車乗り場」がやや高
めの線量です。駐車場同様、舗装部分の排水に問題があるのかもしれません。
《広範囲なホットスポット発見》　地図中５で示した駐車場の縁で除染基準 0.23μSv/h 超
のホットスポット発見、直ちに管理事務所に通報しました。管理事務所は県の指示で、一部を除染
しましたが、駐車場の西の端から 200mは除染はせずに、そのままの状態でロープを張って立入り禁止
にしました。しかし、杭は最も汚染の高いアスファルトと土の境に打ち込まれており、ロープぎわは高

測定エリア 平均線量
A メイン駐車場 0.071
B 入口・フリーマーケット会場 0.055
C こども自転車乗り場 0.070
D 臨時駐車場 0.044
E グランドゴルフ場 0.044
F プール・パターゴルフ 0.052
G 川の向こうの広場 0.038
H 駐輪場・鯉の森 0.054
I 芝生広場 0.045
J コバトンの迷宮 0.050
K 鯉の池全体 0.051
L ふるさとの森・せせらぎ 0.054
M バーベキュー場 0.056
N ふれあいの森～野鳥の池 0.046

２

１

３

４

５

１ 芝生広場中央（芝生）

0.038(50cm高）
0.043( 地表付近）

２ おもしろ自転車のりば（アスファルト）

0.086(50cm高）
0.098( 地表付近）

３ コバトン迷宮（土・砂）

0.038(50cm高）
0.046( 地表付近）

４ ボートのりば前（芝生）

0.045(50cm高）
0.045( 地表付近）

５ 駐車場の縁（立ち入り禁止の外）

0.231(50cm高）
0.370( 地表付近）

除染済

立入り禁止区間

立入り禁止のロ
ープの下が最も
高線量。ロープ
ぎわに注意して
ください。

広い駐車場の雨水
が集まる部分だが、
排水設備がない。
0.05 ～ 0.37μSv/h

移動測定平均 0.053μSv/h加須市　はなさき水上公園

《 園内は低線量だが、駐車場のホットスポット……立入り禁止のロープ付近に注意 》

　GPS 連動のシンチレーション式放射線計で
す。移動しながら放射線を測定し、その測定値
を GPS 情報とともに保存します。ＨＳＦは、正
確な測定値を出すことが、環境省福島環境再生
事務所の実証試験報告書で証明されました。ま
た、グラフ表示によって、計測した値がセシウ
ムか自然放射線かを簡易的に判断できます。

ＨＳＦについて

数値をどう判断するか？
　放射能は、どんな微量であっても「避けられ
るものは、できるだけ避ける」が原則です。
・0.230μSv/h　国の除染基準。秩父市･加須市
などの局所的除染基準は 1μSv/h。
・0.114μSv/h　国際放射線防護委員会の一般
人年間被ばく限度 1mSv の 1時間あたりの値。
・0.055(0.048)μSv/h　熊谷 ( 加須 ) 市のモニ
タリングポストの 2015 年８月の月平均です。
・0.035μSv/h　福島第一原発事故前の埼玉は
0.035μSv/h だったというデータがあります。

支援のお願い
　HSF 市民測定所・深谷は、既成の団体とは一切関係なく、市民ボランティアと市民からの寄
付で運営しております。皆様のご支援をよろしくお願いします。
● ゆうちょ銀行：普通10390－82989741 口座名：ＨＳＦ市民測定所・深谷（ｴｲﾁｴｽｴﾌｼﾐﾝｿｸﾃｲｼﾞｮﾌｶﾔ）
                            《他行からは　店名〇三八 (ｾﾞﾛｻﾝﾊﾁ) 普通 8298974》

Ａ0.045IＡ0.054H

Ａ0.038G

Ａ0.054L

Ａ0.051K

Ａ0.050J

Ａ0.046N

Ａ0.056M

Ａ0.052F

Ａ0.044E
Ａ0.044D

Ａ0.070C

Ａ0.055B

Ａ0.071A
P

P

（μSv/h）

0.10
0.08
0.06

線量区分
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