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福島県内の聖火リレーコース 
Torch Relay route in Fukushima Prefecture 

3月26日にJビレッジをスタート 
 
1日目：赤で示された地域 
2日目：茶色で示された地域 
3日目：ピンクで示された地域 
 
各市町村内を1人200メートル、
10人程度でリレー。市町村間
は車で移動。 

https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/map/detail/01_fukushima.html  

Fukushima  
Daiichi NPP 

福島原発事故の放射線影響
が特に懸念される「浜通り地
域」を中心に汚染状況を調査
した。 

https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/map/detail/01_fukushima.html


調査の方法 
The way of survey 

調査実施日：2019.12.16～18、2020.1.13～14 の合計5日間 
 When Survey was performed: December 16 through 18, 2019, January 13 through 14, 2020. 

 
測定対象：地上1m高さでの放射線量（μSV/h）,土壌汚染密度（Bq/㎡） 
  Measurement  target: radiation dose rate at the height of 1m above the ground（μSv/h)  , soil  

radioactivity density (Bq/㎡）. 

 
調査個所：合計69箇所（富岡9、大熊6、楢葉11、川内7、南相馬7、浪江6、葛

尾村7、飯舘村9、川俣7）。 
 Where Survey was performed: 69 locations ( 9 in Tomioka, 6 Okuma, 11 Naraha, 7 Kawauchi, 7 
Minami-Soma, 6 Namie, 7 Katsurao, 9 Iitate, and 7 Kawamata)  

 
調査個所の選定：聖火リレーコース付近（2-3か所）とその周辺の道路脇、公
園、住宅地、森林など（5-6か所）。 
  Where measurement was made: 2 to 3 locations just near the Olympic Torch-relay route in each 
city, town, and villages. 5 to 6 locations at road sides, parks, residential areas, and forests around 
the route. 



調査結果 
Results of Survey 



調査結果マップ 
Maps of Survey Results 

●調査市町村ごとに9枚のマップを作製。 
We made total 9 maps which show each area. 
●赤い点線が聖火リレーコースを示す。 
Red doted  line is Torch relay route. 
●マップ上の番号は一覧表の番号と合わせた。 
The number on the maps are fit to the table. 



土壌汚染密度 
Soil contamination density  



土壌汚染密度 
Soil contamination density  



放射線量 
Radiation Dose level  
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飯舘村の聖火リレーコース上のホットスポット 

Hot Spot on the torch relay route in Iitate 

放射線量率：0.85μSv/h, 土壌汚染密度：2,140,000Bq/㎡。年間の被ばく量は
7.5mSvに相当する。一般公衆の被ばく上限（1mSv/年間）の7倍を超える。 
 Air dose rate ： 0.85μSv / h, Soil contamination density：2,140,000 Bq / ㎡.  
Annual dose in here may possible 7.5 mSv. It exceeds seven times the general 
public limit (1 mSv / year). 



結論 Conclusion  

極めて高線量のホットスポットを飯舘村の聖火リレーコース上で発見：放射線
量率は0.85μSv/h,土壌汚染密度は2,140,000Bq/㎡である。ここは住民が住んで
いる場所である。年間の被ばく量は7.5mSvに相当する。一般公衆の上限（1mSv/
年間）の7倍を超える。 
 We found extremely serious hot spot on torch relay route in Iitate villages: air 
dose rate is 0.85μSv / h, soil contamination density is 2,140,000 Bq / ㎡. 
Inhabitants are living in those area. Their annual exposure may possible 7.5 mSv. 
It exceeds seven times the general public limit (1 mSv / year). 
 
聖火リレーが行われる3月下旬は乾燥している。土埃の吸入による内部被ばく
に注意が必要である。ランナーや応援の子どもたちにも警告が必要である。 
It is dry in late March, when the torch relay takes place. Attention should be paid 
to internal exposure due to inhalation of soil dust. Runners and supporting 
children need to be warned. 
 

 
 



結論 Conclusion  

今回の調査場所は全て人が住んでいる場所である。政府はこれらの場所の除
染作業は完了したと発表しているが、依然として除染が必要であることが明らか
となった。 
All our surveyed area are places where people live. The government has 
announced that decontamination of these areas have been completed, but it is 
clear that they are still under the levels shall be  decontaminated. 
 

安倍首相は「復興五輪」と称して、福島が復興したかのようなメッセージを世界
に発信しようとしている。しかし、福島原発事故による放射能汚染は依然深刻で
ある。オリンピックを利用して誤った情報を世界に発信することは許されない。 
 Prime Minister Abe is intended to make a message to the world as if Fukushima 
had been reconstructed by calling "Reconstruction Olympics". However, 
radioactive contamination caused by the Fukushima NPPs accident is still serious. 
It is not permissible to use the Olympics to send wrong information to the world. 
 

 
 



調査結果のダウンロード 
Download is available for all our results 

下記へメールでご連絡下さい。ダウ
ンロード用のLinkを送ります。 

 
Send a mail to the address below. 
You will get a link for download. 

lab.chikurin@gmail.com  

mailto:lab.chikurin@gmail.com

