
 

 

 

 

 

 

１．外部被ばく対策１．外部被ばく対策１．外部被ばく対策１．外部被ばく対策 
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１．外部被ばく対策における初期対応（土浦市除染実施計画策定前）１．外部被ばく対策における初期対応（土浦市除染実施計画策定前）１．外部被ばく対策における初期対応（土浦市除染実施計画策定前）１．外部被ばく対策における初期対応（土浦市除染実施計画策定前） 

 

 

東日本大震災を契機とした福島第一原子力発電所の事故により，大量の放射性物質が広

く大気環境中に放出された。これらの放射性物質による外部被ばく対策として，放射性物

質汚染対処特措法（以下「特措法」という。）の施行前より，こども関連施設を中心にホッ

トスポットの除染を進めた。 

＊特措法とは『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（放射性物質汚染対処特措 

法）』のことであり，東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質汚染に対して除染などの方針 

を定めることを目的として制定された。，平成２３年８月３０日に公布及び一部施行，翌年１月１日に全面 

施行となっている。 

 

（１）対象施設 

市立の小・中学校，幼稚園，保育所，児童館及び市内の全公園 

 

（２）ホットスポットの除染方法 

対象施設全ての放射線量測定を行い，地表で１μＳｖ／ｈ＊を超えたポイントを

対象に除染を行った。除染方法については現場にて表土を地中に埋設し，下層土

を表土とするいわゆる天地返しにより実施した。測定器は堀場製作所ＰＡ－１０

００Ｒａｄｉを使用した。 

 

＊環境省平成２３年８月２６日「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について（通知）」

において，校庭・園庭の空間線量率は地表で１μＳｖ／ｈ以下とすることが望ましいとされた。

土浦市においても１μＳｖ／ｈ以下とするように独自基準を設けて除染にあたった。 

 

（３）ホットスポット除染の実績 

  ⅰ 除染を実施した施設の内訳 

   ・小学校・・・２０校のうち１５校で除染を実施 

（現在は宍塚小学校廃校のため，全てで１９校） 

   ・中学校・・・８校のうち７校で除染を実施 

   ・幼稚園・・・５園のうち４園で除染を実施 

    ・保育所・・・１０保育所のうち５保育所で除染を実施 

    ・児童館・・・３児童館のうち市独自の除染基準を超過した施設はなし 

    ・公園 ・・・全公園（２６３公園）のうち１６公園で除染を実施 

 ＊除染未実施の施設については，いずれも除染基準を下回り，除染する必要がなかったことによる。 
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ⅱ 除染概要 

①小学校                   

施設名 
測定 

箇所数 

平均空間線量率（μＳｖ／ｈ） 測定及び除染実施日 

（実施日は全て平成２３年度） 除染前測定 除染後測定 

荒川沖小学校 １１ 
０．７３（地表

５０ｃｍ） 

０．２３（地表

５０ｃｍ） 

（前測定）７／２０，（除染）８／２７，

（後測定）８／２７ 

大岩田小学校 ４ 
１．４３（地表） ０．３９（地表） （前測定）７／２６，（除染）７／２８，

（後測定）１１／１５ 

乙戸小学校 ２ 
１．４７（地表） ０．３（地表） （前測定） ８／２，（除染）８／２４，

（後測定）８／２５ 

下高津小学校 ６ 
１．３７（地表） ０．７８（地表） （前測定）７／２９，（除染）８／２７，

（後測定）８／２８ 

中村小学校 ６ ２．８６（地表） ０．３８（地表） 
（前測定）７／２９，（除染）８／３０， 

（後測定）９／１，１１／１４ 

土浦小学校 ７ 
１．３７（地表） ０．３７（地表） （前測定） ８／１，（除染）８／２０，

（後測定）９／１ 

土浦第二小学校 ３ 
２．３２（地表） ０．４６（地表） （前測定）７／２９，（除染）８／２７，

（後測定）８／２９ 

右籾小学校 ９ 
３．００（地表） ０．４２（地表

５０ｃｍ） 

（前測定）７／２７，（除染）８／２０，

（後測定）８／２９ 

菅谷小学校 ３ 
０．９１（地表） ０．３０（地表） （前測定）７／２９，（除染）８／２２， 

（後測定）１１／１４ 

上大津西小学校 １１ 
２．０２（地表） ０．３７（地表） （前測定） ７／２７，（除染）９／３， 

（後測定）９／６ 

上大津東小学校 ６ 
０．９８（地表） ０．３２（地表） （前測定）７／２７，（除染）８／２０，

（後測定）８／２５ 

都和小学校 １０ 
２．０８（地表） ０．３４（地表） （前測定）７／２７，（除染）８／１０，

（後測定）８／２９ 

都和南小学校 ４ 
１．３２（地表） ０．７３（地表） （前測定）７／２８，（除染）８／１８，

（後測定）８／２２ 

宍塚小学校 ４ 
２．５５（地表） ０．７２（地表） （前測定）７／２９，（除染）８／１８，

（後測定）８／２５ 

真鍋小学校 ５ 
１．６３（地表） ０．５０（地表） （前測定）８／２６，（除染）８／２６，

（後測定）８／２９ 
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②中学校                   

施設名 
測定 

箇所数 

平均空間線量率（μＳｖ／ｈ） 測定及び除染実施日 

（実施日は全て平成２３年度） 除染前 除染後 

土浦第一中学校  ３ 
１．４１（地表） ０．３６（地表） （前測定） ７／２７，（除染）９／３， 

（後測定）９／５ 

土浦第二中学校  ８ 
１．１６（地表） ０．２６（地表） （前測定）８／２， （除染）８／２０，

（後測定）９／５ 

土浦第三中学校  ３ 
１．３０（地表） ０．４７（地表） （前測定）７／２９，（除染）８／２４，

（後測定）９／５ 

土浦第四中学校  ４ 
１．０９（地表） ０．４１（地表） （前測定）７／２９，（除染）８／２６，

（後測定）８／２６ 

土浦第五中学校 １３ 
１．３８（地表） ０．４３（地表） （前測定）７／２６，（除染）８／２５，

（後測定）９／２ 

土浦第六中学校  ３ 
１．３３（地表） ０．５８（地表） （前測定）７／２８，（除染）８／２７，

（後測定）８／３０ 

都和中学校  ３ 
２．０７（地表） ０．５７（地表） （前測定）７／２６，（除染）８／２２，

（後測定）９／６ 

 

③幼稚園                   

施設名 
測定 

箇所数 

空間線量率（μＳｖ／ｈ） 測定及び除染実施日 

（実施日は全て平成２３年度） 除染前 除染後 

大岩田幼稚園 ４ 
１．４６（地表） ０．２８（地表） （前測定）７／２８，（除染）７／２８，

（後測定）８／２５ 

土浦幼稚園 ２ 
１．２９（地表） ０．７７（地表） （前測定）８／２， （除染）８／１２，

（後測定）９／１ 

いくぶん幼稚園 ２ 
１．５９（地表） ０．４８（地表） （前測定） ７／２７，（除染）８／５， 

（後測定）８／２９ 

都和幼稚園 ３ 
２．５７（地表） ０．８８（地表） （前測定）８／８， （除染）８／１２，

（後測定）８／２５ 

 

  



13 

 

④保育所                   

施設名 
測定 

箇所数 

空間線量率（μＳｖ／ｈ） 測定及び除染実施日 

（実施日は全て平成２３年度） 除染前 除染後 

荒川沖保育所 １ 
１．６３（地表） ０．７７（地表） （前測定） ７／２６，（除染）８／３， 

（後測定）９／６ 

霞ヶ岡保育所 ２ 
１．３２（地表） ０．３９（地表） （前測定）８／３， （除染）８／２４，

（後測定）９／７ 

竹ノ入保育所 １ 
１．９４（地表） ０．８９（地表） （前測定） ８／３１，（除染）９／６， 

（後測定）９／６ 

神立保育所 １ 
２．０６（地表） ０．２７（地表） （前測定） ７／２６，（除染）８／２， 

（後測定）９／６ 

桜川保育所 １ 
１．０７（地表） ０．３６（地表） （前測定） ８／３， （除染）９／７， 

（後測定）９／７ 

 

 

⑤公園等                   

施設名 
測定 

箇所数 

空間線量率（μＳｖ／ｈ） 測定及び除染実施日 

（実施日は全て平成２３年度） 除染前 除染後 

霞ヶ浦総合公園 ３６ １．２６（地表） ０．３１（地表） 

（前測定）１０／２４，１０／２６（除染）

１０／２７～１１／１９ （後測定）１

０／２８～１１／２１ 

乙戸南公園  ２ １．２８（地表） ０．３０（地表） 
（前測定）１１／２８，（除染）１２／２８，

（後測定）１２／２８ 

乙戸ファミリー

スポーツ公園 
 ２ ０．８４（地表） ０．４１（地表） 

（前測定）１０／１４，（除染）１０／２８，

（後測定）１０／２８ 

霞ヶ岡第一公園  ２ 
１．１８（地表） ０．２８（地表） （前測定）１２／１３，（除染）１２／２９，

（後測定）１２／２９ 

烏山西公園  １ 
１．４０（地表） ０．２９（地表） （前測定）１１／８， （除染）１２／１９，

（後測定）１２／１９ 

烏山第５公園  １ 
０．９３（地表） ０．３５（地表） （前測定）１１／１０，（除染）１２／１９，

（後測定）１２／１９ 

烏山南公園  ７ 
２．２８（地表） ０．２４（地表） （前測定）１０／２０，（除染）１２／２０，

（後測定）１２／２０ 

桜ヶ丘公園  １ 
１．１９（地表） ０．２１（地表） （前測定）１２／１３，（除染）１２／２９，

（後測定）１２／２９ 
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滝田西公園  ３ 
１．１０（地表） ０．４０（地表） （前測定）１１／１， （除染）１１／２，  

（後測定）１１／２ 

中第一公園  １ 
１．２０（地表） ０．３６（地表） （前測定）１２／５， （除染）１２／１６，

（後測定）１２／１６ 

乙戸沼公園  ３ 
１．５７（地表） ０．４６（地表） （前測定）１０／２４，（除染）１０／２５，

（後測定）１０／２５ 

朝日峠展望公園 １６ １．０５（地表） ０．２８（地表） 
（前測定）１０／１８，（除染）１１／１１， 

（後測定）１１／１４，１１／１５ 

保全林 

（朝日峠展望公園） 
 ５ １．９５（地表） ０．２８（地表） 

（前測定）１０／１８，（除染）１１／１１， 

（後測定）１１／１４，１１／１５ 

やすらぎの森 

（朝日峠展望公園） 
１２ ０．８６（地表） ０．２５（地表） 

（前測定）１０／１８，（除染）１１／１１，

（後測定）１１／１４ 

田村トイレ緑地  ３ 
１．２３（地表） ０．３２（地表） （前測定）１２／１９，（除染）１２／２８，

（後測定）１２／２８ 

田村沖宿公園  １ 
１．５１（地表） ０．２８（地表） （前測定）１０／２６，（除染）１０／２６，

（後測定）１０／２６ 

亀城公園  ２ 
１．４６（地表） ０．５９（地表） （前測定）１０／２４，（除染）１０／２５，

（後測定）１０／２５ 

木田余中央公園  ３ 
１．０６地表） ０．５１（地表） （前測定）１１／２５，（除染）１１／３０，

（後測定）１１／３０ 

（詳細については巻末資料「放射線対策詳細データ（公共施設の除染作業詳細）」を参照） 
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２．除染実施計画の策定２．除染実施計画の策定２．除染実施計画の策定２．除染実施計画の策定 
 

 

この特措法では追加被ばく線量が年間１ｍＳｖ以上である場合に除染などの対策をとる

必要があるとしたが，平成２３年８月に文部科学省が実施して航空機モニタリングでは，

土浦市においても，０．２μＳｖ／ｈ以上の地域があることが確認された。 

このことにより，市の一部の地域において，年間追加被ばく線量が１ｍＳｖ以上となる

可能性があるため，特措法に規定された『汚染状況重点調査地域』の指定を平成２３年１

２月２８日に環境大臣より受けた。 

汚染状況重点調査地域の指定を受けたことにより，市内全域の空間放射線量率の実態を

把握するとともに，特措法で規定された基準値以下に空間放射線量率を低減するため，除

染実施計画を策定することとなった。 

 

 

年間追加被ばく線量１ｍＳｖと空間放射線量率年間追加被ばく線量１ｍＳｖと空間放射線量率年間追加被ばく線量１ｍＳｖと空間放射線量率年間追加被ばく線量１ｍＳｖと空間放射線量率０．２３０．２３０．２３０．２３μμμμＳｖ／ｈＳｖ／ｈＳｖ／ｈＳｖ／ｈの関係の関係の関係の関係    

    国は，追加被ばく線量（自然及び医療行為から受ける放射線量を除いた被ばく線量）

を年間１ｍＳｖ以下としている。これを１時間当たりに換算すると，０．１９μＳｖ／ｈ＊

となる。 

空間線量を測定した場合，事故前から存在する自然放射線量も測定されることから，自

然放射線量の日本の平均値（０．０４μＳｖ／ｈ）を加えた０．２３μＳｖ／ｈが基準と

されている。    

 

 ＊０．１９μＳｖ／ｈの考え方について 

  １日のうち屋外８時間，屋内（遮へい効果が０．４倍ある木造家屋）に１６時間滞在するという生活

パターンを想定  

⇒（０．１９μＳｖ×８ｈ＋０．１９μＳｖ×０．４×１６ｈ）×３６５ｄ≒１ｍＳｖ 

 

    

  

  40404040%%%%    
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（１）市内汚染状況調査の実施 

        ⅰ 市全域メッシュ測定（各種調査・モニタリングの市全域メッシュ測定を参照） 

     市全域（霞ヶ浦，山林除く）を５００ｍ四方に区切り（メッシュ），平成２４年

１月１７日から３月２６日までの期間で，原則，メッシュ内５ポイントの空間放

射線量率の測定（地上１ｍ）を実施した。 

 

  ⅱ 自動車車載式放射線量測定 

     市民の関心が高い道路について，市全域を対象として，市街地や居住地に隣接

している道路（約６００ｋｍ）を中心に，平成２４年２月１７日（金）から，空

間放射線量率の測定（地上１ｍ）を実施した。 

（詳細については巻末資料「放射線対策詳細データ（自動車車載式放射線量測定）」を参照） 

 

  ⅲ 子ども関連施設等の測定 

     成人より放射線の影響が大きい子どもが集う施設（公園，小・中学校，保育園

（所）等）については，公立，私立を問わず，除染関係ガイドラインに沿って，

測定（公園及び小学校以下の施設は地上０．５ｍ）を実施した。 

 

（２）土浦市除染実施計画の概要 

 ⅰ 策定の経緯 

    平成２４年４月，特措法及び除染関係ガイドライン（環境省）の範囲内で，市

独自の除染方針を示した『土浦市除染実施計画（第一版）』を，パブリックコメン

トを経て策定した。 

     また，『土浦市除染実施計画（第一版）』で市が示した測定方針の一部が，国の

示した基準を満たしていないことから，市と環境省で協議の上，改めて平成２５

年３月に『土浦市除染実施計画（第二版）』を策定した。 

 

  ⅱ 計画の目標 

     平成２６年３月までに追加被ばく線量を年間１ｍＳｖ以下とすることを目標と

した。なお，年間１ｍＳｖの達成が困難な区域については，一般公衆の年間追加

被ばく線量について，本市が独自に実施した調査時と比べ放射性物質の物理的減

衰等を含めて約５０％減少（子どもの生活空間については６０％減少）した状態

を実現する。 

   

ⅲ 除染実施区域 

市内汚染状況調査により，面的に年間追加被ばく線量１ｍＳｖ（０．２３μＳｖ

／ｈ）以上となった区域及び施設（Ｐ１８参照） 
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・除染実施区域（２７．１８ｋｍ２，市域の２３．９％に相当） 

 

  

除染実施区域除染実施区域除染実施区域除染実施区域    
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・除染実施計画の対象となる区域  

区域 
平均空間線量率 

（μＳｖ／ｈ） 

 
区域 

平均空間線量率 

（μＳｖ／ｈ） 

中  ０．２５  小岩田東一丁目～二丁目  ０．２４ 

中村西根  ０．２４  小岩田西一丁目～二丁目  ０．２４ 

北荒川沖町  ０．２４  烏山一丁目～五丁目 ０．２４ 

中荒川沖町  ０．２３  右籾 ０．２４ 

荒川沖東一丁目～三丁目  ０．２３  摩利山新田 ０．２４ 

荒川沖西一丁目～二丁目  ０．２４  滝田一丁目～二丁目 ０．２５ 

荒川沖 ０．２３  小山田一丁目～二丁目 ０．２４ 

荒川本郷  ０．２５    

沖新田  ０．２４    

西根南一丁目～三丁目  ０．２３    

中村南一丁目～六丁目  ０．２４    

卸町一丁目～二丁目  ０．２３    

西根西一丁目  ０．２４    

中村東一丁目～三丁目  ０．２４    

乙戸 ０．２３    

乙戸南一丁目～三丁目  ０．２３    

下高津一丁目～四丁目  ０．２５    

中高津一丁目～三丁目  ０．２４    

上高津  ０．２３    

上高津新町  ０．２４    

国分町  ０．２５    

天川一丁目～二丁目  ０．２３    

桜ヶ丘町  ０．２４    

永国  ０．２４    

永国台  ０．２４    

永国東町  ０．２４    

富士崎一丁目～二丁目  ０．２３    

小松一丁目～三丁目  ０．２５    

小松ヶ丘町  ０．２６    

千鳥ヶ丘町  ０．２６    

大岩田  ０．２４    

霞ヶ岡町  ０．２４    
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・除染実施計画の対象となる施設 

区域（施設） 
平均空間線量率  

（μＳｖ／ｈ）  

菅谷小学校  土浦市菅谷町１４６４－８  ０．２５ 

土浦幼稚園  土浦市文京町９－６  ０．２４ 

朝日峠展望公園  土浦市小野１２９１－１４  ０．２３ 

やすらぎの森  土浦市小野１２９１－２３他  ０．４０ 

保全林  土浦市小野１２２１－２他  ０．２３ 

田村トイレ緑地  土浦市田村町３７１－１他  ０．２７ 

木田余緑地  土浦市木田余東台四丁目１番地他  ０．３０ 

中貫公園  土浦市東中貫町３  ０．２５ 

緑の公園  土浦市おおつ野五丁目９  ０．２４ 

風の公園  土浦市おおつ野八丁目２０  ０．２６ 

神立公園  土浦市北神立町３  ０．２４ 

神立第１児童公園  土浦市中神立町２８  ０．２５ 

神立第２児童公園  土浦市中神立町２０  ０．２３ 

神立第３児童公園  土浦市中神立町１  ０．２３ 

虫掛立野公園  土浦市虫掛３５６９  ０．２４ 

虫掛緑地  土浦市虫掛３５８１  ０．２５ 

田村沖宿公園  土浦市おおつ野七丁目４  ０．２９ 

上坂田農村公園  土浦市上坂田９６９  ０．２８ 

港町第２児童遊園地  土浦市港町三丁目３６５６－２  ０．２３ 

みはらし台緑地  土浦市おおつ野八丁目１５８  ０．２４ 

神立第１４公園  

（調整池含む）  

土浦市神立町６７８－４１  ０．７８ 

おおつ野多目的広場 

（調整池含む）  

土浦市おおつ野八丁目１５４  ０．５４ 

紫ヶ丘多目的広場 

（調整池含む）  

土浦市紫ヶ丘２  ０．３９ 

市民運動広場  土浦市佐野子２６０  ０．２６ 
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３．除染実施計画に基づく除染の実施３．除染実施計画に基づく除染の実施３．除染実施計画に基づく除染の実施３．除染実施計画に基づく除染の実施 

 （１）除染実施対象の優先順位及び除染実施者 

    除染実施にあたり，子ども施設や公園等の公共性施設を優先させて，下記のとお

り定めた。 

優先 

順位 
除染対象 実 施 者 

１ 

保育園（所），幼稚園，小・

中学校，高等学校，特別支援

学校，児童養護施設，児童館，

子育て交流サロン  

市，県  

※ 私立保育園，幼稚園，中学校，高等学校に

ついては，施設管理者と協議の上，市が除染を

実施。なお，その場合，清掃等の簡易的な除染

については，施設管理者等の協力をいただいた。 

２ 
公園（広場併用調整池含む），

スポーツ広場  

市  

３ 公共施設 市，県，国  

４ 

民有地（住宅） 市・所有者等  

※ 市が主体となり，所有者等の協力により，

除染を実施することとした。  

５ 

道路  

その他（農地，森林，河川等） 

市，県，国，所有者等  

※ 具体的に除染する対象及び手法について

は，国，県，所有者と協議の上定めることとし

た。  

 

 

  （２）子ども施設（小中学校，幼稚園，保育所，児童館，公園）の除染 

     子ども施設は，全ての施設で放射線測定を行い，地表面から５０ｃｍ（中学校

は１ｍ）の高さで，０．２３μＳｖ／ｈを超えた場合，基準値以下となるように

除染を実施した。 

    

   ⅰ 除染の実績 

      放射線測定を小中学校２８施設，幼稚園５施設，保育所及び児童館１４施設， 

     公園２６３施設で実施したが，事前のホットスポット対策での除染の効果もあ

り，基準を超過し，除染を実施したのは小学校１施設，幼稚園２施設，保育所

及び児童館４施設，公園２施設となった。 
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    ・除染実施施設 

施 設 名 工    期 

空間放射線量率 

（施設平均（μＳｖ／ｈ）） 
空間放射線

量率削減率 
除染実施前 除染実施後 

竹ノ入保育所 
Ｈ２４．６．６ 

～Ｈ２４．６．３０ 
０．２３ ０．１０ ５６．５％ 

新生保育所 
Ｈ２４．９．１ 

～Ｈ２４．１０．９ 
０．２３ ０．０９ ６０．９％ 

霞ヶ岡保育所 
Ｈ２４．９．１ 

～Ｈ２４．１０．９ 
０．２５ ０．１３ ４８．０％ 

ポプラ児童館 
Ｈ２４．９．１ 

～Ｈ２４．１０．９ 
０．２３ ０．０８ ６５．２％ 

大岩田幼稚園 
Ｈ２４．８．９ 

～Ｈ２４．９．７ 
０．２３ ０．１１ ５２．２％ 

土浦第二幼稚園 
  Ｈ２４．８．２４ 

～Ｈ２４．９．７ 
０．２５ ０．１１ ５６．０％ 

右籾小学校 
Ｈ２４．８．４ 

～Ｈ２４．９．７ 
０．２５ ０．１０ ６０．０％ 

烏山二丁目公園 
   Ｈ２４．１０．３０ 

  ～Ｈ２５．２．２８ 
０．２３ ― ― 

神立第１４公園 
   Ｈ２４．１０．２４ 

 ～Ｈ２４．１１．２２ 
１．２３ ０．１２ ９０．２％ 

   （詳細については巻末資料「放射線対策詳細データ（公共施設の除染詳細）」を参照） 

 

ⅱ 除染方法 

      重機等により対象範囲の表土３～５ｃｍほど削り取り，新たに同量の客土を

することで線量を低減した。なお，除染で発生した除去土壌等については敷地

内の埋設保管とした。 
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①①①①    

②②②②

③③③③    

④④④④    

 

・・・・測定及び除染方法（右籾小学校の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①除染実施前①除染実施前①除染実施前①除染実施前    

②詳細測定中②詳細測定中②詳細測定中②詳細測定中    

③除染実施中③除染実施中③除染実施中③除染実施中    

（芝の剥ぎ取り）（芝の剥ぎ取り）（芝の剥ぎ取り）（芝の剥ぎ取り）    

④校庭内保管作業中④校庭内保管作業中④校庭内保管作業中④校庭内保管作業中    

⑤除染実施後⑤除染実施後⑤除染実施後⑤除染実施後    

 

⑤⑤⑤⑤    
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  （３）民有地の除染 

     ⅰ 除染の実績 

      一般住宅についても測定を実施し，地表面から１ｍの高さで，除染基準０．

２３μＳｖ／ｈを超過する場合，基準値以下になるように除染を実施した。 

      この事業は，平成２４年７月２日から実施し，除染実施計画完了後も継続し

ている。平成２７年１２月末日現在で，測定件数が７１７件，その内除染実施

件数が４９件（ホットスポット７１地点）である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 民有地における汚染の傾向 

      基準値を超えた一般住宅について汚染の傾向を見ると，庭全面などで基準値 

を超えるものはなく，ホットスポットによる基準値超過であることが確認され 

ている。 

また，除染を実施した地点の内訳は下のグラフのとおりであり，雨樋下など 

の水がたまりやすい地点にホットスポットが多いことが確認できる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◎一般住宅の放射線量測定及び除染実施件数地区別内訳◎一般住宅の放射線量測定及び除染実施件数地区別内訳◎一般住宅の放射線量測定及び除染実施件数地区別内訳◎一般住宅の放射線量測定及び除染実施件数地区別内訳    

◎◎◎◎一般住宅の除染実施一般住宅の除染実施一般住宅の除染実施一般住宅の除染実施 71717171 地点の内地点の内地点の内地点の内訳訳訳訳    
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（４）除去土壌の保管状況 

   除染で取除かれた表土は除去土壌と呼び，土浦市では，この除去土壌を除染した敷 

地内で保管することとした。この除去土壌の処分方針については，現在，国が検討中 

である。 

   

  ・除去土壌の保管状況 

    全体で１１２箇所，土壌量９０５．７１ｍ３を保管している。  

    

    

 

 

 

  

 

  

◎施設別除去土壌保管状況◎施設別除去土壌保管状況◎施設別除去土壌保管状況◎施設別除去土壌保管状況（一般住宅を除く）（一般住宅を除く）（一般住宅を除く）（一般住宅を除く）    


