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放射線 による健康への影響 に関する有識者会議の結 果
1

平成 23年

日 時

2場

11月 21日

所 群馬県庁 29階

3出 席者

委

(月

)午

後 7時 〜午後 8時

30分

第 1特 別会議室

員 :中 野委員、樋 口委員、玉木 委員、堀越委員、河原田委員、渡遅委員
数 日委員、新木委員 (健 康福祉部長)

幹 事 :健 康福祉課長、医務課長、食品安全課長、衛生食品課長
環境保全課長、技術支援課長、保健予防課長
事務局 :保 健予防課次長、感染症対策係長、感染症対策主幹
感染症対策副主幹

4会 議内容
(1)あ いさつ (健 康福祉部長

)

東 日本大震災か ら既に 8か 月を経過いた しま したが、亡 くなられた方 々に心からお
悔やみ を申 し上 げますとともに、被災された方々に心か らお見舞い申 し上げます。
さて、皆さま方 には、委員就任の御承諾 と本 日お忙 しいなか御出席をいただ きま し
たことに感謝申 し上 げます。
今般の原発事故による放射線 の影響については、福島県だけでな くその近県にまで
及んでお り、毎 日さまざまなメディアに取 り上 げ られて いるなかで、本県でも、放射
線の影響に対する不安の声が多数寄せ られていることか ら、放射線 による県民の健康
への影響 について、専門的な立場か ら御意見等をいただ ければありがたいと考えてお
ります。
また、委員の皆 きまか らいただきま した御意見等につ きま しては、本県の対応等の
参考に していきたいと考えてお りますので、よろしくお願 いします。

(2)出 席者紹介
委員及び幹事 の紹介

(3)議 事
① 報告事項
事務局か ら次の事項 について報告 した。
ア 放射線・ 放射性物質に係る本県の取組み状況について
イ

県内の空間放射線量・放射性物質の測定結果 について

※ 本県の取組み状況及び測定結果の詳細については、群馬県ホームペー ジの 「東日本
大震災に関するお知らせJを ご覧ください。

ヘー

【
質疑等】
委員か ら以下のような質問があ り、幹事が答えた。

Oホ ウ レンソウやカキナ、あら茶、ワカサギの測定結果で放射性物質が多か つた時期
は何 日も続 いていたか。
(技 術支援課長 )

ホウ レジソウとカキナは 3月

19日 に放射性 ヨウ素が暫定規制値を超えたが、

その後は 3回 続けて暫定規制値を下回つたため、 4月 8日 に解除とな つた。
大沼のワカサギについては、 8月

22日 か ら規制値を超えているため、いまだ

出荷 自粛 となつている。
また、あら茶については一番茶が暫 定規制値を超えたが、他の県と違 い二番茶、
三番茶 を採取 しない栽培方法を採 つている ことか ら、その後の検査ができない。

O栃 木県と隣接する山間部の空間放射線量は測定 しているか。また、県民が 自主的に
測定 して いるような情報は県に入つてきているか。
(環 境保全課長 )

その辺 りの山間部を測定 したところ、航空機モニタ リングの値程高 くなかった
が 、地元市町村が細 か く空間線量を測定 した結果では、除染の指標 とされている
毎時 0.23マ イク ロシーベル トを超えるている場所も若干あつた。
自主測定の報告はあるが、機種や測定方法が不明なため、集計は していない。

O土 壌検査 は行 つているか。

´

(環 境保全課長 )

5月 の段階で簡易線量計で測 つた ところ、山潤部 において空間放射線量が高 い
地域があつた。確認のため土壌の測定を行 つたところ、高 い所でセシウム 134、

137共 に表± 1キ ログラムあた りo00ベ ク レル程度であつた。
0放 射性 ス トロンチウムの測定は しているのか。
(環 境保全課長 )

飛散 したセシウム とス トロンチ ウムの比率か ら現状では必要な いと考え、ス ト
ロンチウムは測定 していない。

②協議事項
放射線の健康への影響 について
【
委員か らの主な意見等】

0

今までの世界のデータを加味 しても、年 100ミ リシーベル ト以下では発がんが
多くなつたというような明らかなデニ タはなく、年 100ミ リシーベル トで大ざつ
ぱに O.5%将 来の うちに発がん率が上がるとの ことである。
測定された様々なデータは、発がんの観点からみれば非常に無視 してよい程小さ

´

い と考えられるため、健康には全 く影響はない、返って精神面の方に影響がでるの
ではないか。

O

県内の環境中の放射線については、安全なものであ り普通の環境で居る分 に関 し
ては、全 く問題ない。

O

健康的には問題ないが、精神的な面が危惧 されるため、精神的ケアが必要である。

O

健康的な被害はまず考えられないが、小さい子 どもに対 しての影響 については、
県民の皆 さんは不安に思っていることか ら、測定 した情報 をきち つと公開するとと
もに、引き続 き慎重にモニタリングを続けて いくべ きである。

O

データ上で気にな つたのは、
栃木県寄 りの山間部に比較的高 い地域があるようで、
今後、流水によ り都市部に対 してどのような影響が あるかモニ タリングをきちんと
行 い、公表 していかなければならない。
健康 に関 して言えば、まず問題はないとは思 うが、あ くまでも結果が判 らない部
分もあるので、注意深 く観察 していかなければな らいない。

O

小学校で雨水が集約 されるようなところでは、 ミニホッ トスポッ トができている
場合があり、測定 してい く必要がある。

O

子どもについては、放射線の感受性が高いということもあるが、少なくとも今、
がんが直 ぐに発生する訳ではない し、甲状腺機能低下症については、線量が全然違
うので、発がんの観点か らすれば、小児であつてもこの程度であれば影響 はない。

O

県民の不安を払 しょくするため、何 らかの調査 をする ことは、不安を助勢する環
境 を創 りだすのではないかと危倶 される。

5ま とめ
(1)今 回の福島第一原発事故を起因 とする放射性物質の人の健康への影響 については、全
く問題ないレベルである。

(2)放 射線測定モニ タ リング調査は継続 して実施するとともに、積極的な測定結果の公表
を行 うべ きである。

以

上

