◎女石自治会館

◎三輪台集会所

◎双石集会所

◎高山コミュニティセンター

◎大工町自治会館

◎年貢町会館

◎泉岡集会所

◎板橋集会所

◎緑ヶ丘コミュニティハウス

◎新蔵会館

◎寺小路集会所

１mの高さ：0.72μSv/h
１mの高さ：0.60μSv/h

１mの高さ：0.61μSv/h
１mの高さ：0.57μSv/h
１mの高さ：0.38μSv/h

１mの高さ：0.59μSv/h
１mの高さ：0.41μSv/h
１mの高さ：0.67μSv/h

１mの高さ：0.66μSv/h
１mの高さ：0.76μSv/h

１mの高さ：0.44μSv/h

◎大倉矢見集会所

◎舟田集会所

◎陣場自治会館

◎田島集会所

１mの高さ：0.73μSv/h

１mの高さ：0.53μSv/h

◎みさかコミュニティセンター ◎南町会館

◎関川窪第二集会

◎西三坂集会所

◎本町町内会館

◎鍛冶町自治会館

◎下黒川集会所

◎入方集会所

◎小丸山集会所

◎丸の内会館

◎桜町会館

◎石阿弥陀自治会館

◎借宿集会所

◎石切場集会所

◎会津町会館

◎旭町集会所

◎九番町自治会館

◎金勝寺集会所

◎七番町集会所

１mの高さ：0.65μSv/h
１mの高さ：0.54μSv/h
１mの高さ：0.62μSv/h

１mの高さ：0.53μSv/h
１mの高さ：0.32μSv/h
１mの高さ：0.52μSv/h

１mの高さ：0.56μSv/h
１mの高さ：0.36μSv/h
１mの高さ：0.62μSv/h

１mの高さ：0.66μSv/h
１mの高さ：0.46μSv/h
１mの高さ：0.48μSv/h

１mの高さ：0.34μSv/h
１mの高さ：0.38μSv/h

◎中田集会所

◎鶴ヶ丘自治会館

◎和平集会所

◎飯沢金勝寺集会所

◎本沼集会所

◎五器洗集会所

◎大木集会所

◎三番町会館

◎南湖集会所

◎芦ノ口集会所

◎白坂パークヒルズ自治会館

◎旗宿分館

◎大町会館

◎松風の里集会所

◎久田野集会所

◎新白河ライフパーク集会所

◎関辺生活改善センター

◎真舟集会所

◎南湖ニュータウン集会所 ◎大和田自治会館

◎小田川集会所

◎二枚橋集会所

◎北真舟町内会館

◎夏梨集会所

◎久保集会所

◎泉田自治会館

◎郷渡集会所

◎昭和町自治会館

◎搦目山集会所

◎桜岡会館

◎萱根生活改善センター

◎新郷渡集会所

◎道場町会館

◎馬町・栄町自治会館

◎搦目生活改善センター

◎根田集会所

１mの高さ：0.62μSv/h
１mの高さ：0.44μSv/h
１mの高さ：0.42μSv/h
１mの高さ：0.55μSv/h
１mの高さ：0.58μSv/h
１mの高さ：0.43μSv/h
１mの高さ：0.39μSv/h
１mの高さ：0.53μSv/h

１mの高さ：0.59μSv/h
１mの高さ：0.68μSv/h
１mの高さ：0.51μSv/h
１mの高さ：0.59μSv/h
１mの高さ：0.53μSv/h
１mの高さ：0.42μSv/h
１mの高さ：0.54μSv/h
１mの高さ：0.57μSv/h

１mの高さ：0.65μSv/h
１mの高さ：0.57μSv/h
１mの高さ：0.50μSv/h
１mの高さ：0.57μSv/h
１mの高さ：0.48μSv/h
１mの高さ：0.59μSv/h
１mの高さ：0.59μSv/h
１mの高さ：0.47μSv/h
１mの高さ：0.62μSv/h

１mの高さ：0.61μSv/h
１mの高さ：0.62μSv/h
１mの高さ：0.72μSv/h

１mの高さ：0.55μSv/h
１mの高さ：0.71μSv/h
１mの高さ：0.48μSv/h
１mの高さ：0.54μSv/h
１mの高さ：0.58μSv/h
１mの高さ：0.55μSv/h

◎天神町会館

◎横町集会所

◎鹿島集会所

◎芳賀須内集会所

◎金屋町自治会館

◎田町集会所

◎三輪台団地集会所

◎広谷地集会所

◎愛宕町会館

◎向寺集会所

◎皮籠集会所

◎大谷地集会所

１mの高さ：0.50μSv/h
１mの高さ：0.46μSv/h
１mの高さ：0.50μSv/h

１mの高さ：0.49μSv/h
１mの高さ：0.47μSv/h
１mの高さ：0.50μSv/h

■シーベルトの「マイクロ」と「ミリ」
放射線による人体への影響度合い
を表す単位を「シーベルト（Sv)」。
マイクロ（μ）は基礎となる単位に
対して100万分の１、ミリは１千分
の１の量を意味します。

１mの高さ：0.69μSv/h
１mの高さ：0.66μSv/h
１mの高さ：0.85μSv/h

１mの高さ：0.67μSv/h

◎宇原生活改善センター

大信

◎十日市生活改善センター ◎日篭集会所

１mの高さ：0.35μSv/h

１mの高さ：1.19μSv/h

１mの高さ：1.26μSv/h

１mの高さ：1.02μSv/h

１mの高さ：0.98μSv/h

◎日仙集会所

１mの高さ：0.77μSv/h
１mの高さ：0.82μSv/h

１mの高さ：0.81μSv/h

◎赤仁田多目的集会所

◎大信庁舎

１mの高さ：1.18μSv/h

午前：0.95μSv/h

●調査日

◎日和田生活改善センター

６月16日

◎堂山公民館

◎飯土用多目的集会所

◎上新城集落センター

１mの高さ：0.54μSv/h

◎外面多目的集会所

◎中新城構造改善センター

１mの高さ：0.47μSv/h

◎増見生活改善センター

◎下新城集会所

１mの高さ：0.42μSv/h

◎町屋多目的集会所

◎外面団地集会所

１mの高さ：0.99μSv/h
１mの高さ：1.06μSv/h
１mの高さ：1.03μSv/h
１mの高さ：0.73μSv/h
１mの高さ：0.94μSv/h

１mの高さ：0.42μSv/h

１mの高さ：0.62μSv/h
１mの高さ：0.74μSv/h
１mの高さ：0.81μSv/h
１mの高さ：0.56μSv/h
１mの高さ：0.96μSv/h

◎石久保団地集会所

１mの高さ：1.35μSv/h

１mの高さ：0.38μSv/h

◎本庁舎正門

◎赤坂団地集会所

１mの高さ：0.53μSv/h

◎本庁舎正面入口横駐車場

◎田園町府コミュニティセンター

●調査日

６月７日～９日

白河

１mの高さ：0.60μSv/h

午前：0.58μSv/h

１mの高さ：0.82μSv/h

午前：047μSv/h

１mの高さ：0.95μSv/h

◎本庁舎裏側駐車場
午前：0.48μSv/h

●調査日

◎東庁舎

午前：0.29μSv/h

６月16日

●調査日

６月16日

市では、各保育園、幼稚園、小・中学校、集会施設、都市・農村公園、都市
環境センター、市役所で空間放射線量の測定を行っています。最新の測定結果
は市ホームページhttp://www.city.shirakawa.fukushima.jp/でご覧いただ
けます。

◎表郷庁舎

■Polimaster PM1703MO-1
この放射線測定器は、空間線量
を図るもので、放射線γ線が検
出可能。γ線反応速度0.25秒。

◎大黒町公民館

◎蕪内公民館

◎第一枇杷山センター

◎深仁井田転作促進技術研修センター

◎第二枇杷山センター

◎刈敷坂地域農業推進拠点センター

◎第三枇杷山センター

◎板倉公民館

◎北町営農計画センター

◎反町公民館

◎本町下公民館

◎蔭ノ原公民館

１mの高さ：0.25μSv/h

午前：0.29μSv/h

●調査日

６月８日～13日

１mの高さ：0.34μSv/h

６月16日

１mの高さ：0.26μSv/h
１mの高さ：0.26μSv/h

●調査日

貸出器機

東

●調査日

■白河市における空間線量の測定

震災後、乳幼児を持つ保護者が心の不安を抱えて育児をしています。このよ
うな心の不安を軽減し、健やかな子育てができるよう講演会を開催します。
◦日時・会場 ７月23日㈯/午前10時～11時 中央保健センター（北中川原）
◦内
容 テーマ「母子の放射線についての不安への対応のしかた」
◦講
師 白河メンタルサポート 成井香苗先生
◦対
象 乳幼児を子育て中の保護者
◦申し込み・問い合わせ先 本庁舎健康増進課☎㉗2112

2011.7.1（H23）

１mの高さ：0.92μSv/h

◎湯沢多目的集会所

◎開進多目的集会所

■震災後の心のケア講演会

広報白河

◎西樋生活改善センター

◎上小屋ふれあい交流センター ◎宮大多目的集会所

■放射線測定器の貸出
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１mの高さ：0.93μSv/h

１mの高さ：0.78μSv/h

１mの高さ：0.78μSv/h

市では、市民自らが測定し、身近な場所における放射線量を把握していただ
くため、放射線測定器の無料貸出を行っています。
◦対
象 町内会 ※会長名での申請が必要です。
◦貸出期間 １日（午後１時以降に貸出、翌日正午までに返却）
◦受
付 本庁舎生活環境課・各庁舎市民福祉課で受け付けています。月曜
日から金曜日（土・日・祝日を除く）まで。
※お住まいの地域の放射線量をさらに詳しく把握するため、結果報告をお願い
します。
◦貸出先・問い合わせ先 本庁舎生活環境課☎㉒1111 内2164/各庁舎市民
福祉課 表郷☎㉜2113 大信☎㊻3974 東☎㉞2113

◎滑里川多目的集会所

１mの高さ：0.95μSv/h

表郷

６月10日

１mの高さ：0.27μSv/h
１mの高さ：0.26μSv/h
１mの高さ：0.37μSv/h

◎小松高齢者若者センター

◎社田コミュニティセンター

◎岩崎公民館

◎上宿公民館

◎河東田公民館

◎八幡集落センター

◎梁森公民館

◎深渡戸集落センター

◎中野公民館

◎犬神集落センター

◎上羽郷公民館

◎広畑集会所

◎宮村集会所

◎上願ふれあいセンター

◎竹ノ内集落センター

◎白鳥団地コミュニティセンター

◎高木集会所

◎柳橋公民館

◎桜岡公民館

◎中寺集会所

◎堀之内構造改善センター

◎三森公民館

◎越堀集会所

１mの高さ：0.41μSv/h
１mの高さ：0.47μSv/h
１mの高さ：0.41μSv/h
１mの高さ：0.39μSv/h
１mの高さ：0.58μSv/h
１mの高さ：0.41μSv/h
１mの高さ：0.40μSv/h
１mの高さ：0.62μSv/h
１mの高さ：0.41μSv/h

１mの高さ：0.28μSv/h
１mの高さ：0.63μSv/h
１mの高さ：0.34μSv/h

１mの高さ：0.21μSv/h
１mの高さ：0.22μSv/h

◎坂本公民館

１mの高さ：0.27μSv/h

◎才ノ内公民館

１mの高さ：0.65μSv/h

１mの高さ：0.32μSv/h

◎畑中公民館

◎下羽原総合研修センター
１mの高さ：0.37μSv/h

１mの高さ：0.24μSv/h

◎大竹地区農業構造改善センター

◎菅辻集落農事集会所

１mの高さ：0.43μSv/h

１mの高さ：0.26μSv/h

◎若栗公民館

◎下宿公民館

１mの高さ：0.47μSv/h

１mの高さ：0.27μSv/h

◎本町上構造改善センター ◎中ノ作公民館

◎内松公民館

１mの高さ：0.61μSv/h

１mの高さ：0.37μSv/h

１mの高さ：0.20μSv/h

１mの高さ：0.21μSv/h
１mの高さ：0.23μSv/h

◎百目木地区農業構造改善センター ◎安道公民館
１mの高さ：0.33μSv/h

１mの高さ：0.17μSv/h

◎千田生活改善センター

◎岩井戸公民館

◎形見公民館

◎石原公民館

１mの高さ：0.36μSv/h
１mの高さ：0.43μSv/h

◎栃本地区農業構造改善センター

１mの高さ：0.23μSv/h
１mの高さ：0.25μSv/h

１mの高さ：0.32μSv/h

１mの高さ：0.38μSv/h
１mの高さ：0.61μSv/h
１mの高さ：0.39μSv/h
１mの高さ：0.38μSv/h
１mの高さ：0.40μSv/h
１mの高さ：0.41μSv/h
１mの高さ：0.32μSv/h

１mの高さ：0.40μSv/h

白河市の
放射線量は。

◎細倉集会所

１mの高さ：0.33μSv/h

６月10日

１mの高さ：0.34μSv/h

◎鶴ヶ丘会館

１mの高さ：0.54μSv/h

●調査日

１mの高さ：0.43μSv/h

特集／震災、その後。

◎中町町内会館

１mの高さ：0.53μSv/h

市では、各公共施設の空間放射線量を測定し、そ
の結果 を 公 表 し て い ま す 。
今 月 号 で は、 各 集 会 施 設（ １ ｍ の 高 さ ） の 空 間 放
射 線 量 を お 知 ら せ し ま す。 単 位 は マ イ ク ロ シ ー ベ ル
トパー ア ワ ー （ μ Ｓ ｖ ／ ｈ ） で す 。

◎第一区自治会館

１mの高さ：0.38μSv/h
１mの高さ：0.34μSv/h

◎連続掲載

１mの高さ：0.37μSv/h

広報白河

2011.７.１（Ｈ23）
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