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教育委員会事務局 

 

令和２年度川場移動教室の実施について 

 

１．基本的な考え方 

川場村での移動教室については、これまでの空間放射線量の測定結果、専門家による線量

評価結果等を鑑み、安全に実施できると判断する。 

 

２．令和２年度の取り組み 

（１）昨年度に引き続き、毎年作成している保護者向けリーフレットには、不参加の場合の

扱いを掲載し、併せて５年生全保護者に配布する（別紙 P.4参照）。今年度より教員への

理解を促進するため、本リーフレットを全５年担任へ川場移動教室資料として配布周知

している。なお、リーフレット作成にあたっては東京大学小豆川助教による内容確認を

受けている。 

（２）昨年度に引き続き、同助教を講師として「放射線に関する理解」をテーマに小学校長

向けの研修を実施し、新任・転入の校長にも放射線への理解を徹底する。さらに各校長

から５年担任を中心に校内への周知徹底、共通理解を図る。 

 

３．これまでの取組み 

（１）世田谷区の取組み 

 ・区民健康村施設（ふじやま、なかのビレジ）の除染作業 

 ・区民健康村施設及び周辺における放射線量測定(毎月)※ハイキングコースは４月と８月のみ 

・ふじやまビレジ水道水の放射能検査 

・川場移動教室の食事の放射性物質検査（月１回） 

（２）川場村の取組み 

 ・汚染状況重点調査地域の指定による、除染計画に基づく除染作業の実施・完了 

・群馬県立県民健康科学大学杉野准教授による外部被ばく線量試算と評価（別紙 P.2参照）。 

（３）その他 

 ・国によるモニタリングポストの設置（平成２４年４月 川場村武道館） 

 ・群馬県による県内農林水産物の放射性物質検査 

 

４．今後のスケジュール（予定） 

令和２年 ４月１５日  教育委員会報告 

２２日 文教常任委員会報告 

４月以降   小学校長研修（ビデオ研修）実施 

※川場移動教室については、新型コロナウイルスの状況を踏まえ、実施 

 の可否及び実施時期を決定する。 

  ≪参考≫川場移動教室参加状況 

 参加児童数 不参加児童数（放射能を理由とする） 

平成２４年度 ５，０３１人 １３８人（２１校） 

平成２５年度 ５，２０９人 ３２人（１３校） 

平成２６年度 ５，２６５人 ２５人（１７校） 

平成２７年度 ５，２５４人  ５人（ ４校） 

平成２８年度 ５，２８４人  ９人（ ７校） 

平成２９年度 ５，５４２人  ３人（ ３校） 

平成３０年度 ５，８３３人 ４人（ ４校） 

令和元年度 ６，０５３人 １人（ １校） 

【担当】教育委員会事務局学務課学校運営係 村上 内２６８９ 

資料４ 



■ 移動教室のさらなる安全安心のために 

移動教室の実施にあたっては、さらなる安全安心のために、食事や諸活動について引き続き、

様々な対策や配慮をしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 川場移動教室に関する放射線量等の情報 

川場移動教室に関連する放射線量等の情報は、下記のホームページ等でご覧いただけます。 

    

川場移動教室は授業の一環として実施しており、参加が原則となりますが、不参加の場合でも、登校し

課題を行う等で、「出席」扱いとなります。 

世田谷区教育委員会事務局  

令和２年度 川場移動教室の実施について 
 

■ 川場移動教室について 

川場移動教室は、自然に親しむ機会の少なくなった都会の子どもたちが、川場村の自然や文化に 

触れ、集団生活と様々な体験活動を通して、豊かな人間性を培うことを目的に、区立小学校５年生 

を対象に授業の一環として２泊３日で実施しているものです。 

 移動教室では、飯ごう炊さんや登山、村めぐり等さまざまな体験活動を行います。 

 

■ 原発事故による放射線等の影響への取組み 

  東日本大震災での原発事故による影響につきましては、川場村と世田谷区が連携しながら、放射 

線量の測定や除染作業等を行い、さらに専門家による線量評価の結果等を踏まえ、移動教室が安全 

に実施できると判断し、移動教室を実施してまいりました。 

 

≪世田谷区の取組み≫ 

移動教室の宿舎である区民健康村施設について、宿泊棟周りの外壁及び側溝の洗浄、表土除去等の 

除染作業を実施しました。また、放射線量の測定をはじめ、食事や水道水の放射性物質検査等を定 

期的に実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 令和２年度 川場移動教室の実施について 

区では、川場村における様々な取り組みや放射線量の状況等を踏まえ、区長を本部長とする 

「世田谷区放射線等対策本部」において、川場移動教室は安全であると判断し、令和２年度も 

川場移動教室を実施いたします。 

 

移動教室全般 川場移動教室について ①世田谷区ホームページ 

空間放射線量 

川場区民健康村施設における放射線量等について ②世田谷区ホームページ 

モニタリングポストによる空間放射線量の測定 
⑤原子力規制委員会 

ホームページ 

食事、水道水、

農林水産物 

川場移動教室食事の放射性物質検査 ①世田谷区ホームページ 

ふじやまビレジ水道水の放射能測定結果 ②世田谷区ホームページ 

川場村内水道水の放射能分析結果 ③川場村むらづくり振興課 

群馬県内の農林水産物の放射性物質検査結果 ④群馬県ホームページ 

主な食材の産地情報 各実施校に提供 

汚染状況重点調査地域について ⑥環境省除染情報サイト 

≪各ホームページ URL 等≫ 

 ① http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/104/141/563/564/568/d00036217.html 

 ② http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/106/154/673/d00036327.html 

③ ０２７８－５２－２１１１にお電話にて問い合わせ 

④ http://www.pref.gunma.jp/05/d6200097.html  

⑤ http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/ 

⑥ https://josen.env.go.jp 

≪川場移動教室での食事について≫ 

 食事の放射性物質検査 

毎月 1 回、2 泊 3 日で提供される食事の

放射性物質検査をしています。 

（平成 24～令和元年度において、放射性

物質は検出されていません。結果は区の

ホームページで公表しています） 

 食材産地公表  

川場移動教室で提供する食事の主な食材

の産地を、実施中の学校に情報提供して

います。 

≪諸活動にあたって≫ 

 飯ごう炊さんで使用する薪 

⇒林野庁の基準値(40Bq/kg)に適合したも

のを使用しています。 

 キャンプファイヤー用の薪 

⇒角材に製材したものを使用しています。 

 活動で使用する農産物等の検査 

⇒りんごやマス等の農林水産物について

は、群馬県にて放射性物質検査を実施し

ています。 

４ 

 

≪川場村の取組み≫  

汚染状況重点調査地域の指定による、空間放射線

量低減のための除染実施計画を策定し作業を実施、

完了しています。また、村内水道水の放射性物質検

査を定期的に実施しています。さらに、移動教室の

実施に際して、滞在期間３日間で受ける外部被ばく

線量の試算及び線量評価を専門家より受けていま

す。P.2 参照 

≪その他≫  

群馬県では、県内の農林水産物の放射性物質検査を

実施しています。 

国では、全国にモニタリングポストを設置して空間

放射線量の測定を行っています。川場村には川場村

武道館に設置されています。 

 

 

 

【空間放射線量の状況】(単位:μSv/h) 

◆区民健康村施設等（世田谷区測定）P.3 参照 

測定日 平均測定値 測定場所 

R1.11.25 0.079 40 箇所平均 

◆モニタリングポスト  

測定日 平均測定値(24h) 測定場所 

R2.4.2 0.04 川場村武道館 

◆世田谷区内（世田谷区測定） 

測定日 測定値 測定場所 

R2.4.3 0.031 区立若林公園 

※放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針

では、長期的な目標として 0.23μSv/h 未満を

めざすこととしています。 

 

１ 

別紙 



■ 移動教室に関する専門家の評価 【川場村提供】 

移動教室の実施にあたり、川場村では、移動教室の主な行程に沿って宿舎、ハイキング道、 

キャンプファイヤー地点等の空間放射線量を測定し、専門家による評価を行いました。 

その結果、３日間の合計線量は約 3.6 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄであり、健康に影響を及ぼすものではない 

との評価を受けました。（下記参照） 

 

 

都市交流事業の一つである川場移動教室において利用される「ふじやまビレジ」「なかのビレジ」および各施設(ハイキングコー

スを含む計 15 箇所)の空間線量率測定結果より、滞在期間 3 日間における外部被ばく線量を試算しましたので報告します。 

 

 

令和元年１２月６日、シンチレーション式サーベイメータ（アロカ TCS-172B）を用いて、地表から約１ｍの高さにおける空

間線量率を測定しました。その結果、空間線量率は、0.040～0.100 マイクロシーベルト注）1毎時の範囲にあり、平均値は 0.072

マイクロシーベルト毎時でした。平成３０年 12 月１４日の測定値は、0.040～0.080 マイクロシーベルト毎時の範囲にあり、

平均値は 0.060 マイクロシーベルト毎時でした。国が示した自然放射線の量(0.04 マイクロシーベルト毎時)を差し引いて、昨年

度と比較してみると 0.012 マイクロシーベルト上昇したかにみえますが、これは、雪の影響と考えられます（昨年度は雪によっ

て地表からの放射線が若干遮蔽された）。また、今回の測定結果の最大値（0.100 マイクロシーベルト毎時）についてですが、も

し、その場所に 1 年間滞在したとすると、外部被ばく線量は 0.876 ミリシーベルト(＝876 マイクロシーベルト)と見積もられま

す。この値は、国が示した追加被ばく線量である年間 1 ミリシーベルト(＝1,000 マイクロシーベルト)よりも小さく、問題視され

るレベルではありません。 

注）1「シーベルト」とは、放射線による人体への影響の程度を考慮して表された放射線の量の単位[Sv]です。 

 

「ふじやまビレジ」および「なかのビレジ」それぞれの宿泊施設における児童の活動パターンに合わせて、滞在期間 3 日間で受

ける外部被ばく線量の合計を見積もってみました。その結果、両施設ともに約 3.6 マイクロシーベルトと見積もられ、昨年度（約

3.0 マイクロシーベルト）よりも若干大きな値となりました。これは、先述した通り、昨年度は雪による放射線の遮蔽効果がみら

れたことに起因します。日本国内では、自然放射線（大地、宇宙、食物、ラドン・トロン）から１年間に受ける被ばく線量（外部

被ばく線量と内部被ばく線量の和）は、約 2,100 マイクロシーベルトと報告されています。したがって、今回の測定結果 3.6 マ

イクロシーベルトはその 1/600 程度であり、健康に影響を及ぼすレベルではありません。また、今回の測定では、外部被ばく線

量の評価のみで内部被ばく線量の評価は行っておりませんが、呼吸による内部被ばく線量は外部被ばく線量の 2％前後と見積もら

れていることから、内部被ばくについても健康への影響を心配することはありません。 

［参考資料］  (公財)原子力安全研究協会「生活環境放射線」（2011 年） 

 

本線量評価は、川場村が委託している測定員が測定した結果に基づくものであり、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線

学研究科 准教授 杉野雅人 博士が監修を行いました。 

 

     

■ 川場区民健康村施設及び周辺における放射線量測定結果 【世田谷区測定】 

世田谷区では、川場区民健康村施設を安心してご利用いただくために、区民健康村施設の空間放射 

線量(地上 1 メートル)を毎月測定しています。これまでに、比較的線量の高かった場所については除

染作業を実施済みです。直近（積雪前）の測定値でも、国が追加被ばく線量の長期的な目標としてい

る毎時 0.23 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄを下回っており、安全が確認されています。（下記参照） 

 測定結果は、区のホームページで公表しています。 

 

２ 

写真（左）なかのビレジ 

写真（右）ふじやまビレジ 

３ 

 外部被ばく線量評価 

川場村内各施設等における空間放射線量測定について 

測定結果 

測定値について 


