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調査概要

調査手法：各県300票インターネットによるモニター調査
調査時期：2018年12月7日～10日
調査対象：福島県300票

宮城県、茨城県、東京都、大阪府 各300票
調査方法：合計1500票の調査を実施
抽出方法：年層（20代～60代）・男女割当法
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１
汚染水問題の認知
汚染水に関する知識
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廃炉・汚染水問題の意味

Q13.現在、東京電力福島第一原子力発電所に関する課題として、何が大事だと思いますか。
（いくつでも）（※）汚染水：東京電力福島第一原子力発電所に貯蔵してある放射性物
質を含む「水」※あてはまるものがない方は回答せずそのままお進みください。

3

49.7%
35.3%

23.7%
72.3%

63.3%
41.0%

44.3%
50.0%

16.7%
48.3%

42.0%
43.7%

39.0%
34.0%

23.3%
29.0%

37.7%
37.7%

43.3%

47.5%
51.7%

22.1%
67.8%

48.3%
32.8%

49.0%
42.6%

14.6%
30.3%

32.8%
33.5%

26.8%
26.0%

24.8%
22.3%

34.3%
34.5%

39.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

甲状腺に関する健康調査
被災者の生活支援

帰還
汚染水（※）の処理

廃炉を進めること
特定廃棄物

除染
風評被害

警戒区域の縮小
中間貯蔵施設の今後

農業の振興策
漁業の振興策
観光の振興策
産業の振興策
賠償の継続

2021年以降の復興財源
新たな震災による津波のリスク

再臨界による新たな事故
冷却が不能になるような新たな事故

福島県（N=300）
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【汚染水】存在の認知度

Q3.現在、東京電力福島第一原子力発電所の敷地内には900個ほど
のタンクがあり、その中に放射性物質を含む「水」が保管されています。あ
なたは、このことをご存知でしたか。 【SA】
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【汚染水】保存に関する問題の認知度

Q5.現在、その放射性物質を含む「水」の保管する量が増えてきており、
このままでは、敷地内においては、保存することができなくなることが懸念
されています。あなたはこのことを知っていますか。 【SA】
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【汚染水】検討の認知度

Q6.経済産業省において、その放射性物質を含む「水」を地中に注入し
たり、海、大気中のいずれかに放出をしたりする技術的方法やその可能
性が検討されてきました。あなたはこのことを知っていますか。 【SA】

6

(ｎ)

全体（N=1500）

宮城県（N=300）

福島県（N=300）

茨城県（N=300）

東京都（N=300）

大阪府（N=300）

知っている

47.0

45.0

68.0

45.7

44.0

32.3

知らない

53.0

55.0

32.0

54.3

56.0

67.7



【汚染水】言葉の認知

Q15.あなたは次の言葉を知っていますか。
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1.WBC（ホールボディカウンター）
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

2.ND（検出限界値）
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

3.ゲルマニウム測定器
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

4.シンチレーションカウンター
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

5.プルトニウム
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

6.ストロンチウム
福島県　　（N=300）
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7.SPEEDI
福島県　　（N=300）
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8.急性被曝
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福島県　　（N=300）
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福島県　　（N=300）
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【汚染水】知識①

Q14.あなたは下記のことについて知っていますか。
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1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

知っている 知らない

39.0%

22.7%

36.7%

17.5%

29.7%

16.1%

61.3%

33.3%

56.7%

28.2%

61.0%

29.1%

76.3%

41.9%

68.3%

33.9%

34.3%

16.9%

61.0%

77.3%

63.3%

82.5%

70.3%

83.9%

38.7%

66.8%

43.3%

71.8%

39.0%

70.9%

23.7%

58.1%

31.7%

66.1%

65.7%

83.1%


Sheet1

																														福島県　　（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.1 のクロス表																												そう思う		そう思わない										問９ トイ

								Q9.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																						1.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていることは問題だと思う

								1		2						Q9.1		63.0%		37.0%		40.6%		59.4%				福島県　　（N=300） フクシマ ケン		84.0%		16.0%		1.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていることは問題だと思う		80.8%		19.2%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		189		111		300																福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		80.8%		19.2%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		63.0%		37.0%		100.0%																																2.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったことは問題だと思う

				2		度数		487		713		1200																福島県（N=300） フクシマ ケン		91.3%		8.7%		2.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったことは問題だと思う		87.0%		13.0%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		40.6%		59.4%		100.0%																福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		87.0%		13.0%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		676		824		1500																																3.漁業の再生を見はからって考えていくべきだと思う

						NNCHIIKI の %		45.1%		54.9%		100.0%																福島県（N=300） フクシマ ケン		82.3%		17.7%		3.漁業の再生を見はからって考えていくべきだと思う		80.5%		19.5%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																												福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		80.5%		19.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.2 のクロス表																																										4.汚染水は、できるだけ早い時期に処分すべきだと思う

								Q9.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						福島県（N=300） フクシマ ケン		61.3%		38.7%		4.汚染水は、できるだけ早い時期に処分すべきだと思う		60.3%		39.8%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.2		58.0%		42.0%		31.4%		68.6%				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		60.3%		39.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		174		126		300																																5.いずれ処分しなければならないが、今は処分すべきではないと思う

						NNCHIIKI の %		58.0%		42.0%		100.0%																福島県（N=300） フクシマ ケン		57.3%		42.7%		5.いずれ処分しなければならないが、今は処分すべきではないと思う		48.7%		51.3%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		377		823		1200																福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		48.7%		51.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		31.4%		68.6%		100.0%																																6.漁業の主要魚種が試験操業の対象になったこの時期に拙速に処理すべきではないと思う

		合計				度数		551		949		1500																福島県（N=300） フクシマ ケン		67.7%		32.3%		6.漁業の主要魚種が試験操業の対象になったこの時期に拙速に処理すべきではないと思う		63.2%		36.8%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		36.7%		63.3%		100.0%																福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		63.2%		36.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																																																		そう思う オモ								そう思わない オモ

		NNCHIIKI と Q9.3 のクロス表																												問題だと思う		問題だと思わない				問題だと思う		問題だと思わない				問10 トイ

								Q9.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						1.まだ十分に議論が尽くされていないこと						1.まだ十分に議論が尽くされていないこと		88.8%		11.3%						1.まだ十分に議論が尽くされていないこと

								1		2						Q9.3		54.7%		45.3%		35.6%		64.4%						89.7%		10.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		164		136		300																		88.8%		11.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		54.7%		45.3%		100.0%																2.国民への説明が十分ではないこと						2.国民への説明が十分ではないこと		87.3%		12.8%						2.国民への説明が十分ではないこと

				2		度数		427		773		1200																		89.3%		10.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		35.6%		64.4%		100.0%																		87.3%		12.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		591		909		1500																3.健康被害があると思うこと						3.健康被害があると思うこと		89.8%		10.2%						3.健康被害があると思うこと

						NNCHIIKI の %		39.4%		60.6%		100.0%																		91.3%		8.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														89.8%		10.2%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.4 のクロス表																										4.魚介類の汚染があると思うこと						4.魚介類の汚染があると思うこと		86.9%		13.1%						4.魚介類の汚染があると思うこと

								Q9.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								84.3%		15.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.4		68.7%		31.3%		34.3%		65.7%						86.9%		13.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		206		94		300																5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと						5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと		88.1%		11.9%						5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと

						NNCHIIKI の %		68.7%		31.3%		100.0%																		86.7%		13.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		412		788		1200																		88.1%		11.9%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		34.3%		65.7%		100.0%																6.漁業者への説明が十分ではないこと						6.漁業者への説明が十分ではないこと		89.2%		10.8%						6.漁業者への説明が十分ではないこと

		合計				度数		618		882		1500																		87.7%		12.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		41.2%		58.8%		100.0%																		89.2%		10.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												7.農業への影響が大きいこと						7.農業への影響が大きいこと		89.2%		10.8%						7.農業への影響が大きいこと

		NNCHIIKI と Q9.5 のクロス表																												87.7%		12.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q9.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								89.2%		10.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q9.5		83.3%		16.7%		49.6%		50.4%				8.漁業への影響が大きいこと						8.漁業への影響が大きいこと		89.5%		10.5%						8.漁業への影響が大きいこと

		NNCHIIKI		1		度数		250		50		300																		84.0%		16.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		83.3%		16.7%		100.0%				Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%						89.5%		10.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		595		605		1200				Q15.11		81.7%		18.3%		58.5%		41.5%				9.観光業への影響が大きいこと						9.観光業への影響が大きいこと		89.9%		10.1%						9.観光業への影響が大きいこと

						NNCHIIKI の %		49.6%		50.4%		100.0%				Q15.12		75.7%		24.3%		35.7%		64.3%						86.7%		13.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		845		655		1500				Q15.13		80.7%		19.3%		61.3%		38.7%						89.9%		10.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		56.3%		43.7%		100.0%				Q15.14		84.3%		15.7%		66.3%		33.8%				10.福島県へのイメージダウンにつながること						10.福島県へのイメージダウンにつながること		84.9%		15.1%						10.福島県へのイメージダウンにつながること

																Q15.15		86.3%		13.7%		70.6%		29.4%						84.3%		15.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q9.6 のクロス表														Q15.16		71.3%		28.7%		43.7%		56.3%						84.9%		15.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q9.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																												問題だと思う								問題だと思わない

								1		2						Q9.6		78.3%		21.7%		45.6%		54.4%

		NNCHIIKI		1		度数		235		65		300

						NNCHIIKI の %		78.3%		21.7%		100.0%

				2		度数		547		653		1200																		知っている		知らない				知っている		知らない

						NNCHIIKI の %		45.6%		54.4%		100.0%																1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること						1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること		22.7%		77.3%						1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること

		合計				度数		782		718		1500																		39.0%		61.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		52.1%		47.9%		100.0%																		22.7%		77.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと						2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと		17.5%		82.5%						2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと

		NNCHIIKI と Q9.7 のクロス表																												36.7%		63.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q9.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								17.5%		82.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q9.7		69.0%		31.0%		38.4%		61.6%				3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること						3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること		16.1%		83.9%						3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること

		NNCHIIKI		1		度数		207		93		300																		29.7%		70.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		69.0%		31.0%		100.0%																		16.1%		83.9%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		461		739		1200																4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること						4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること		33.3%		66.8%						4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること

						NNCHIIKI の %		38.4%		61.6%		100.0%																		61.3%		38.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		668		832		1500																		33.3%		66.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		44.5%		55.5%		100.0%																5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと						5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと		28.2%		71.8%						5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと

																														56.7%		43.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q9.8 のクロス表																												28.2%		71.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q9.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること						6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること		29.1%		70.9%						6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること

								1		2						Q9.8		73.0%		27.0%		42.9%		57.1%						61.0%		39.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		219		81		300																		29.1%		70.9%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		73.0%		27.0%		100.0%																7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること						7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること		41.9%		58.1%						7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること

				2		度数		515		685		1200																		76.3%		23.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		42.9%		57.1%		100.0%																		41.9%		58.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		734		766		1500																8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること						8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること		33.9%		66.1%						8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること

						NNCHIIKI の %		48.9%		51.1%		100.0%																		68.3%		31.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														33.9%		66.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.9 のクロス表																										9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと						9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと		16.9%		83.1%						9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと

								Q9.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								34.3%		65.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.9		37.3%		62.7%		17.4%		82.6%						16.9%		83.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		112		188		300																																				知っている シ						知らない シ

						NNCHIIKI の %		37.3%		62.7%		100.0%

				2		度数		209		991		1200

						NNCHIIKI の %		17.4%		82.6%		100.0%																		知っている		知らない				知っている		知らない

		合計				度数		321		1179		1500																1.WBC（ホールボディカウンター）						1.WBC（ホールボディカウンター）		12.6%		87.4%						1.WBC（ホールボディカウンター）

						NNCHIIKI の %		21.4%		78.6%		100.0%																		64.3%		35.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														12.6%		87.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.10 のクロス表																										2.ND（検出限界値）						2.ND（検出限界値）		21.0%		79.0%						2.ND（検出限界値）

								Q9.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								43.0%		57.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.10		89.0%		11.0%		46.6%		53.4%						21.0%		79.0%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		267		33		300																3.ゲルマニウム測定器						3.ゲルマニウム測定器		34.5%		65.5%						3.ゲルマニウム測定器

						NNCHIIKI の %		89.0%		11.0%		100.0%																		43.3%		56.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		559		641		1200																		34.5%		65.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		46.6%		53.4%		100.0%																4.シンチレーションカウンター						4.シンチレーションカウンター		10.8%		89.3%						4.シンチレーションカウンター

		合計				度数		826		674		1500																		18.0%		82.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		55.1%		44.9%		100.0%																		10.8%		89.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												5.プルトニウム						5.プルトニウム		74.2%		25.8%						5.プルトニウム

		NNCHIIKI と Q10.1 のクロス表																												79.7%		20.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q10.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								74.2%		25.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q10.1		84.0%		16.0%		80.8%		19.2%				6.ストロンチウム						6.ストロンチウム		41.9%		58.1%						6.ストロンチウム

		NNCHIIKI		1		度数		252		48		300																		65.0%		35.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		84.0%		16.0%		100.0%																		41.9%		58.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		970		230		1200																7.SPEEDI						7.SPEEDI		20.4%		79.6%						7.SPEEDI

						NNCHIIKI の %		80.8%		19.2%		100.0%																		41.3%		58.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		1222		278		1500																		20.4%		79.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		81.5%		18.5%		100.0%																8.急性被曝						8.急性被曝		34.3%		65.8%						8.急性被曝

																														48.0%		52.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q10.2 のクロス表																												34.3%		65.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q10.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						9.慢性被曝						9.慢性被曝		36.5%		63.5%						9.慢性被曝

								1		2						Q10.2		91.3%		8.7%		87.0%		13.0%						49.7%		50.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		274		26		300																		36.5%		63.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		91.3%		8.7%		100.0%																10.内部被曝						10.内部被曝		64.5%		35.5%						10.内部被曝

				2		度数		1044		156		1200																		85.7%		14.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		87.0%		13.0%		100.0%																		64.5%		35.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		1318		182		1500																11.外部被曝						11.外部被曝		58.5%		41.5%						11.外部被曝

						NNCHIIKI の %		87.9%		12.1%		100.0%																		81.7%		18.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														58.5%		41.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q10.3 のクロス表																										12.モニタリングポスト						12.モニタリングポスト		35.7%		64.3%						12.モニタリングポスト

								Q10.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								75.7%		24.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q10.3		82.3%		17.7%		80.5%		19.5%						35.7%		64.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		247		53		300																13.Bq（ベクレル）						13.Bq（ベクレル）		61.3%		38.7%						13.Bq（ベクレル）

						NNCHIIKI の %		82.3%		17.7%		100.0%																		80.7%		19.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		966		234		1200																		61.3%		38.7%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		80.5%		19.5%		100.0%																14.Sv、mSv（シーベルト）						14.Sv、mSv（シーベルト）		66.3%		33.8%						14.Sv、mSv（シーベルト）

		合計				度数		1213		287		1500																		84.3%		15.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		80.9%		19.1%		100.0%																		66.3%		33.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												15.セシウム						15.セシウム		70.6%		29.4%						15.セシウム

		NNCHIIKI と Q10.4 のクロス表																												86.3%		13.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q10.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								70.6%		29.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q10.4		61.3%		38.7%		60.3%		39.8%				16.トリチウム						16.トリチウム		43.7%		56.3%						16.トリチウム

		NNCHIIKI		1		度数		184		116		300																		71.3%		28.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		61.3%		38.7%		100.0%																		43.7%		56.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		723		477		1200																																						知っている シ						知らない シ

						NNCHIIKI の %		60.3%		39.8%		100.0%

		合計				度数		907		593		1500

						NNCHIIKI の %		60.5%		39.5%		100.0%



		NNCHIIKI と Q10.5 のクロス表																												知っている		知っていない				知っている		知っていない

								Q10.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること						1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること		40.6%		59.4%						1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること

								1		2						Q10.5		57.3%		42.7%		48.7%		51.3%						63.0%		37.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		172		128		300																		40.6%		59.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		57.3%		42.7%		100.0%																2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること						2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること		31.4%		68.6%						2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること

				2		度数		584		616		1200																		58.0%		42.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		48.7%		51.3%		100.0%																		31.4%		68.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		756		744		1500																3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと						3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと		35.6%		64.4%						3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと

						NNCHIIKI の %		50.4%		49.6%		100.0%																		54.7%		45.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														35.6%		64.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q10.6 のクロス表																										4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること						4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること		34.3%		65.7%						4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること

								Q10.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								68.7%		31.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q10.6		67.7%		32.3%		63.2%		36.8%						34.3%		65.7%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		203		97		300																5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること						5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること		49.6%		50.4%						5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること

						NNCHIIKI の %		67.7%		32.3%		100.0%																		83.3%		16.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		758		442		1200																		49.6%		50.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		63.2%		36.8%		100.0%																6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること						6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること		45.6%		54.4%						6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること

		合計				度数		961		539		1500																		78.3%		21.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		64.1%		35.9%		100.0%																		45.6%		54.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること						7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること		38.4%		61.6%						7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること

		NNCHIIKI と Q11.1 のクロス表																												69.0%		31.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q11.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								38.4%		61.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.1		89.7%		10.3%		88.8%		11.3%				8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること						8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること		42.9%		57.1%						8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること

		NNCHIIKI		1		度数		269		31		300																		73.0%		27.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		89.7%		10.3%		100.0%																		42.9%		57.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		1065		135		1200																9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること						9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること		17.4%		82.6%						9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること

						NNCHIIKI の %		88.8%		11.3%		100.0%																		37.3%		62.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		1334		166		1500																		17.4%		82.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		88.9%		11.1%		100.0%																10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること						10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること		46.6%		53.4%						10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること

																														89.0%		11.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q11.2 のクロス表																												46.6%		53.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q11.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																												知っている シ						知らない シ

								1		2						Q11.2		91.3%		8.7%		89.8%		10.2%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		274		26		300																		回答なし カイトウ		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県（N=300） フクシマ ケン		福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		91.3%		8.7%		100.0%																甲状腺に関する健康調査		49.7%		50.3%		甲状腺に関する健康調査		50.3%		48.1%

				2		度数		1078		122		1200																被災者の生活支援		64.2%		35.8%		被災者の生活支援		35.8%		52.4%

						NNCHIIKI の %		89.8%		10.2%		100.0%																帰還		76.0%		24.0%		帰還		24.0%		22.4%

		合計				度数		1352		148		1500																汚染水（※）の処理		26.7%		73.3%		汚染水（※）の処理		73.3%		68.7%

						NNCHIIKI の %		90.1%		9.9%		100.0%																廃炉を進めること		35.8%		64.2%		廃炉を進めること		64.2%		49.0%

																												特定廃棄物		58.4%		41.6%		特定廃棄物		41.6%		33.2%

		NNCHIIKI と Q11.3 のクロス表																										除染		55.1%		44.9%		除染		44.9%		49.7%

								Q11.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						風評被害		49.3%		50.7%		風評被害		50.7%		43.2%

								1		2						Q11.3		84.3%		15.7%		86.9%		13.1%				警戒区域の縮小		83.1%		16.9%		警戒区域の縮小		16.9%		14.8%

		NNCHIIKI		1		度数		253		47		300																中間貯蔵施設の今後		51.0%		49.0%		中間貯蔵施設の今後		49.0%		30.7%

						NNCHIIKI の %		84.3%		15.7%		100.0%																農業の振興策		57.4%		42.6%		農業の振興策		42.6%		33.2%

				2		度数		1043		157		1200																漁業の振興策		55.7%		44.3%		漁業の振興策		44.3%		34.0%

						NNCHIIKI の %		86.9%		13.1%		100.0%																観光の振興策		60.5%		39.5%		観光の振興策		39.5%		27.1%

		合計				度数		1296		204		1500																産業の振興策		65.5%		34.5%		産業の振興策		34.5%		26.4%

						NNCHIIKI の %		86.4%		13.6%		100.0%																賠償の継続		76.4%		23.6%		賠償の継続		23.6%		25.1%

																												2021年以降の復興財源		70.6%		29.4%		2021年以降の復興財源		29.4%		22.6%

		NNCHIIKI と Q11.4 のクロス表																										新たな震災による津波のリスク		61.8%		38.2%		新たな震災による津波のリスク		38.2%		34.7%

								Q11.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						再臨界による新たな事故		61.8%		38.2%		再臨界による新たな事故		38.2%		35.0%

								1		2						Q11.4		86.7%		13.3%		88.1%		11.9%				冷却が不能になるような新たな事故		56.1%		43.9%		冷却が不能になるような新たな事故		43.9%		40.4%

		NNCHIIKI		1		度数		260		40		300

						NNCHIIKI の %		86.7%		13.3%		100.0%

				2		度数		1057		143		1200

						NNCHIIKI の %		88.1%		11.9%		100.0%

		合計				度数		1317		183		1500

						NNCHIIKI の %		87.8%		12.2%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q11.5 のクロス表

								Q11.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.5		87.7%		12.3%		89.2%		10.8%

		NNCHIIKI		1		度数		263		37		300

						NNCHIIKI の %		87.7%		12.3%		100.0%

				2		度数		1070		130		1200

						NNCHIIKI の %		89.2%		10.8%		100.0%

		合計				度数		1333		167		1500

						NNCHIIKI の %		88.9%		11.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q11.6 のクロス表

								Q11.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.6		87.7%		12.3%		89.2%		10.8%

		NNCHIIKI		1		度数		263		37		300

						NNCHIIKI の %		87.7%		12.3%		100.0%

				2		度数		1070		130		1200

						NNCHIIKI の %		89.2%		10.8%		100.0%

		合計				度数		1333		167		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		88.9%		11.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.7 のクロス表

								Q11.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.7		84.0%		16.0%		89.5%		10.5%

		NNCHIIKI		1		度数		252		48		300

						NNCHIIKI の %		84.0%		16.0%		100.0%

				2		度数		1074		126		1200

						NNCHIIKI の %		89.5%		10.5%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		1326		174		1500

						NNCHIIKI の %		88.4%		11.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.8 のクロス表

								Q11.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.8		86.7%		13.3%		89.9%		10.1%

		NNCHIIKI		1		度数		260		40		300

						NNCHIIKI の %		86.7%		13.3%		100.0%

				2		度数		1079		121		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		89.9%		10.1%		100.0%

		合計				度数		1339		161		1500

						NNCHIIKI の %		89.3%		10.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.9 のクロス表

								Q11.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.9		84.3%		15.7%		84.9%		15.1%

		NNCHIIKI		1		度数		253		47		300

						NNCHIIKI の %		84.3%		15.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		1019		181		1200

						NNCHIIKI の %		84.9%		15.1%		100.0%

		合計				度数		1272		228		1500

						NNCHIIKI の %		84.8%		15.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.10 のクロス表

								Q11.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.10		89.3%		10.7%		87.3%		12.8%

		NNCHIIKI		1		度数		268		32		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		89.3%		10.7%		100.0%

				2		度数		1047		153		1200

						NNCHIIKI の %		87.3%		12.8%		100.0%

		合計				度数		1315		185		1500

						NNCHIIKI の %		87.7%		12.3%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.1 のクロス表

								Q14.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.1		39.0%		61.0%		22.7%		77.3%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		117		183		300

						NNCHIIKI の %		39.0%		61.0%		100.0%

				2		度数		272		928		1200

						NNCHIIKI の %		22.7%		77.3%		100.0%

		合計				度数		389		1111		1500

						NNCHIIKI の %		25.9%		74.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.2 のクロス表

								Q14.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.2		36.7%		63.3%		17.5%		82.5%

		NNCHIIKI		1		度数		110		190		300

						NNCHIIKI の %		36.7%		63.3%		100.0%

				2		度数		210		990		1200

						NNCHIIKI の %		17.5%		82.5%		100.0%

		合計				度数		320		1180		1500

						NNCHIIKI の %		21.3%		78.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.3 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q14.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.3		29.7%		70.3%		16.1%		83.9%

		NNCHIIKI		1		度数		89		211		300

						NNCHIIKI の %		29.7%		70.3%		100.0%

				2		度数		193		1007		1200

						NNCHIIKI の %		16.1%		83.9%		100.0%

		合計				度数		282		1218		1500

						NNCHIIKI の %		18.8%		81.2%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q14.4 のクロス表

								Q14.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.4		61.3%		38.7%		33.3%		66.8%

		NNCHIIKI		1		度数		184		116		300

						NNCHIIKI の %		61.3%		38.7%		100.0%

				2		度数		399		801		1200

						NNCHIIKI の %		33.3%		66.8%		100.0%

		合計				度数		583		917		1500

						NNCHIIKI の %		38.9%		61.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q14.5 のクロス表

								Q14.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.5		56.7%		43.3%		28.2%		71.8%

		NNCHIIKI		1		度数		170		130		300

						NNCHIIKI の %		56.7%		43.3%		100.0%

				2		度数		338		862		1200

						NNCHIIKI の %		28.2%		71.8%		100.0%

		合計				度数		508		992		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		33.9%		66.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.6 のクロス表

								Q14.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.6		61.0%		39.0%		29.1%		70.9%

		NNCHIIKI		1		度数		183		117		300

						NNCHIIKI の %		61.0%		39.0%		100.0%

				2		度数		349		851		1200

						NNCHIIKI の %		29.1%		70.9%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		532		968		1500

						NNCHIIKI の %		35.5%		64.5%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.7 のクロス表

								Q14.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.7		76.3%		23.7%		41.9%		58.1%

		NNCHIIKI		1		度数		229		71		300

						NNCHIIKI の %		76.3%		23.7%		100.0%

				2		度数		503		697		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		41.9%		58.1%		100.0%

		合計				度数		732		768		1500

						NNCHIIKI の %		48.8%		51.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.8 のクロス表

								Q14.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.8		68.3%		31.7%		33.9%		66.1%

		NNCHIIKI		1		度数		205		95		300

						NNCHIIKI の %		68.3%		31.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		407		793		1200

						NNCHIIKI の %		33.9%		66.1%		100.0%

		合計				度数		612		888		1500

						NNCHIIKI の %		40.8%		59.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.9 のクロス表

								Q14.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.9		34.3%		65.7%		16.9%		83.1%

		NNCHIIKI		1		度数		103		197		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		34.3%		65.7%		100.0%

				2		度数		203		997		1200

						NNCHIIKI の %		16.9%		83.1%		100.0%

		合計				度数		306		1194		1500

						NNCHIIKI の %		20.4%		79.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.1 のクロス表

								Q15.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.1		64.3%		35.7%		12.6%		87.4%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		193		107		300

						NNCHIIKI の %		64.3%		35.7%		100.0%

				2		度数		151		1049		1200

						NNCHIIKI の %		12.6%		87.4%		100.0%

		合計				度数		344		1156		1500

						NNCHIIKI の %		22.9%		77.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.2 のクロス表

								Q15.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.2		43.0%		57.0%		21.0%		79.0%

		NNCHIIKI		1		度数		129		171		300

						NNCHIIKI の %		43.0%		57.0%		100.0%

				2		度数		252		948		1200

						NNCHIIKI の %		21.0%		79.0%		100.0%

		合計				度数		381		1119		1500

						NNCHIIKI の %		25.4%		74.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.3 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q15.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.3		43.3%		56.7%		34.5%		65.5%

		NNCHIIKI		1		度数		130		170		300

						NNCHIIKI の %		43.3%		56.7%		100.0%

				2		度数		414		786		1200

						NNCHIIKI の %		34.5%		65.5%		100.0%

		合計				度数		544		956		1500

						NNCHIIKI の %		36.3%		63.7%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q15.4 のクロス表

								Q15.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.4		18.0%		82.0%		10.8%		89.3%

		NNCHIIKI		1		度数		54		246		300

						NNCHIIKI の %		18.0%		82.0%		100.0%

				2		度数		129		1071		1200

						NNCHIIKI の %		10.8%		89.3%		100.0%

		合計				度数		183		1317		1500

						NNCHIIKI の %		12.2%		87.8%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q15.5 のクロス表

								Q15.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.5		79.7%		20.3%		74.2%		25.8%

		NNCHIIKI		1		度数		239		61		300

						NNCHIIKI の %		79.7%		20.3%		100.0%

				2		度数		890		310		1200

						NNCHIIKI の %		74.2%		25.8%		100.0%

		合計				度数		1129		371		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		75.3%		24.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.6 のクロス表

								Q15.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.6		65.0%		35.0%		41.9%		58.1%

		NNCHIIKI		1		度数		195		105		300

						NNCHIIKI の %		65.0%		35.0%		100.0%

				2		度数		503		697		1200

						NNCHIIKI の %		41.9%		58.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		698		802		1500

						NNCHIIKI の %		46.5%		53.5%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.7 のクロス表

								Q15.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.7		41.3%		58.7%		20.4%		79.6%

		NNCHIIKI		1		度数		124		176		300

						NNCHIIKI の %		41.3%		58.7%		100.0%

				2		度数		245		955		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		20.4%		79.6%		100.0%

		合計				度数		369		1131		1500

						NNCHIIKI の %		24.6%		75.4%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.8 のクロス表

								Q15.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.8		48.0%		52.0%		34.3%		65.8%

		NNCHIIKI		1		度数		144		156		300

						NNCHIIKI の %		48.0%		52.0%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		411		789		1200

						NNCHIIKI の %		34.3%		65.8%		100.0%

		合計				度数		555		945		1500

						NNCHIIKI の %		37.0%		63.0%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.9 のクロス表

								Q15.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.9		49.7%		50.3%		36.5%		63.5%

		NNCHIIKI		1		度数		149		151		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		49.7%		50.3%		100.0%

				2		度数		438		762		1200

						NNCHIIKI の %		36.5%		63.5%		100.0%

		合計				度数		587		913		1500

						NNCHIIKI の %		39.1%		60.9%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.10 のクロス表

								Q15.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		257		43		300

						NNCHIIKI の %		85.7%		14.3%		100.0%

				2		度数		774		426		1200

						NNCHIIKI の %		64.5%		35.5%		100.0%

		合計				度数		1031		469		1500

						NNCHIIKI の %		68.7%		31.3%		100.0%



																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



そう思う	

福島県　　（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	0.84	0.80833333333333324	0.91333333333333333	0.87	0.82333333333333347	0.80500000000000005	0.61333333333333329	0.60250000000000004	0.57333333333333336	0.48666666666666669	0.67666666666666653	0.63166666666666671	そう思わない	

福島県　　（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	0.16	0.19166666666666668	8.6666666666666684E-2	0.13	0.17666666666666667	0.19500000000000001	0.38666666666666666	0.39750000000000002	0.42666666666666669	0.51333333333333331	0.32333333333333331	0.36833333333333335	

そう思う	

1.まだ十分に議論が尽くされていないこと	2.国民への説明が十分ではないこと	3.健康被害があると思うこと	4.魚介類の汚染があると思うこと	5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと	6.漁業者への説明が十分ではないこと	7.農業への影響が大きいこと	8.漁業への影響が大きいこと	9.観光業への影響が大きいこと	10.福島県へのイメージダウンにつながること	0.89666666666666661	0.88749999999999996	0.89333333333333331	0.87250000000000005	0.91333333333333333	0.89833333333333332	0.84333333333333338	0.86916666666666653	0.8666666666666667	0.88083333333333347	0.87666666666666671	0.89166666666666672	0.87666666666666671	0.89166666666666672	0.84	0.89500000000000002	0.8666666666666667	0.89916666666666667	0.84333333333333338	0.84916666666666663	そう思わない	

1.まだ十分に議論が尽くされていないこと	2.国民への説明が十分ではないこと	3.健康被害があると思うこと	4.魚介類の汚染があると思うこと	5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分	ではないこと	6.漁業者への説明が十分ではないこと	7.農業への影響が大きいこと	8.漁業への影響が大きいこと	9.観光業への影響が大きいこと	10.福島県へのイメージダウンにつながること	0.10333333333333333	0.1125	0.10666666666666667	0.1275	8.6666666666666684E-2	0.10166666666666666	0.15666666666666668	0.13083333333333333	0.13333333333333333	0.11916666666666668	0.12333333333333334	0.10833333333333334	0.12333333333333334	0.10833333333333334	0.16	0.105	0.13333333333333333	0.10083333333333332	0.15666666666666668	0.15083333333333335	

そう思う	

1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること	2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと	3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること	4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること	5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと	6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること	7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること	8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること	9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと	0.39	0.22666666666666666	0.36666666666666664	0.17499999999999999	0.29666666666666669	0.16083333333333333	0.61333333333333329	0.33250000000000002	0.56666666666666665	0.2816666666666	6668	0.61	0.29083333333333333	0.76333333333333331	0.41916666666666669	0.68333333333333324	0.33916666666666662	0.34333333333333338	0.16916666666666663	そう思わない	

1.トリチウムは他の原子力発電所等	からも排出されていること	2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと	3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること	4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること	5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと	6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること	7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること	8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること	9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと	0.61	0.77333333333333332	0.6333333333333333	0.82499999999999996	0.70333333333333348	0.83916666666666662	0.38666666666666666	0.66749999999999998	0.43333333333333335	0.71833333333333338	0.39	0.70916666666666661	0.23666666666666669	0.58083333333333331	0.31666666666666665	0.66083333333333338	0.65666666666666662	0.83083333333333331	

そう思う	

1.WBC（ホールボディカウンター）	2.ND（検出限界値）	3.ゲルマニウム測定器	4.シンチレーションカウンター	5.プルトニウム	6.ストロンチウム	7.SPEEDI	8.急性被曝	9.慢性被曝	10.内部被曝	11.外部被曝	12.モニタリングポスト	13.Bq（ベクレル）	14.Sv、mSv（シーベルト）	15.セシウム	16.トリチウム	0.64333333333333331	0.12583333333333332	0.43	0.21	0.43333333333333335	0.34499999999999997	0.18	0.1075	0.79666666666666652	0.7416666666666667	0.65	0.41916666666666669	0.41333333333333333	0.20416666666666669	0.48	0.34250000000000003	0.49666666666666665	0.36499999999999999	0.85666666666666669	0.64500000000000002	0.81666666666666676	0.58499999999999996	0.75666666666666671	0.35666666666666669	0.80666666666666653	0.61333333333333329	0.84333333333333338	0.66249999999999998	0.86333333333333329	0.70583333333333331	0.71333333333333337	0.43666666666666665	そう思わない	

1.WBC（ホールボディカウンター）	2.ND（検出限界値）	3.ゲルマニウム測定器	4.シンチレーションカウンター	5.プルトニウム	6.ストロンチウム	7.SPEEDI	8.急性被曝	9.慢性被曝	10.内部被曝	11.外部被曝	12.モニタリングポスト	13.Bq（ベクレル）	14.Sv、mSv（シーベルト）	15.セシウム	16.トリチウム	0.35666666666666669	0.87416666666666676	0.56999999999999995	0.79	0.56666666666666665	0.65500000000000003	0.82	0.89249999999999996	0.20333333333333331	0.25833333333333336	0.35	0.58083333333333331	0.58666666666666667	0.795833	33333333328	0.52	0.65749999999999997	0.5033333333333333	0.63500000000000001	0.14333333333333334	0.35499999999999998	0.18333333333333332	0.41499999999999998	0.24333333333333335	0.64333333333333331	0.19333333333333333	0.38666666666666666	0.15666666666666668	0.33750000000000002	0.13666666666666666	0.29416666666666669	0.28666666666666668	0.56333333333333335	

そう思う	

1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること	2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること	3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと	4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること	5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること	6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること	7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること	8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること	9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること	10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること	0.63	0.40583333333333338	0.57999999999999996	0.31416666666666665	0.54666666666666663	0.35583333333333333	0.68666666666666676	0.34333333333333338	0.83333333333333348	0.49583333333333335	0.78333333333333333	0.45583333333333331	0.69	0.38416666666666666	0.73	0.42916666666666664	0.37333333333333335	0.17416666666666669	0.89	0.46583333333333327	そう思わない	

1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること	2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること	3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと	4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること	5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること	6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること	7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること	8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること	9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること	10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること	0.37	0.59416666666666662	0.42	0.68583333333333329	0.45333333333333331	0.64416666666666667	0.31333333333333335	0.65666666666666662	0.16666666666666663	0.50416666666666665	0.21666666666666667	0.54416666666666669	0.31	0.61583333333333334	0.27	0.5708333333333333	0.62666666666666671	0.82583333333333331	0.11	0.53416666666666668	

福島県（N=300）	

甲状腺に関する健康調査	被災者の生活支援	帰還	汚染水（※）の処理	廃炉を進めること	特定廃棄物	除染	風評被害	警戒区域の縮小	中間貯蔵施設の今後	農業の振興策	漁業の振興策	観光の振興策	産業の振興策	賠償の継続	2021年以降の復興財源	新たな震災による津波のリスク	再臨界による新たな事故	冷却が不能になるような新たな事故	0.5033783783783784	0.35810810810810811	0.23986486486486483	0.73310810810810811	0.64189189189189189	0.41554054054054052	0.44932432432432434	0.5067567567567568	0.16891891891891891	0.48986486486486486	0.42567567567567566	0.4425675675675676	0.39527027027027034	0.34459459459459457	0.23648648648648649	0.29391891891891891	0.3817567567567568	0.3817567567567568	0.4391891891891892	福島県以外（N=1200）	

甲状腺に関する健康調査	被災者の生活支援	帰還	汚染水（※）の処理	廃炉を進めること	特定廃棄物	除染	風評被害	警戒区域の縮小	中間貯蔵施設の今後	農業の振興策	漁業の振興策	観光の振興策	産業の振興策	賠償の継続	2021年以降の復興財源	新たな震災による津波のリスク	再臨界による新たな事故	冷却が不能になるような新たな事故	0.48141891891891897	0.52364864864864868	0.22381756756756757	0.68665540540540537	0.48986486486486486	0.33192567567567566	0.4966216216216216	0.43158783783783783	0.14780405405405406	0.30658783783783783	0.33192567567567566	0.33952702702702703	0.27111486486486486	0.26351351351351349	0.25084459459459457	0.22550675675675674	0.3471283783783784	0.34966216216216217	0.40371621621621623	









Sheet2

																												Q131		0.4966216216		0.5033783784		0.5185810811		0.4814189189																														Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%

		NNCHIIKI と Q131 のクロス表																										Q132		0.6418918919		0.3581081081		0.4763513514		0.5236486486																														Q15.11		81.7%		18.3%		58.5%		41.5%

								Q131				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						Q133		0.7601351351		0.2398648649		0.7761824324		0.2238175676				NNCHIIKI と Q15.10 のクロス表																										Q15.12		75.7%		24.3%		35.7%		64.3%

								0		1						Q131		49.7%		50.3%		51.9%		48.1%				Q134		0.2668918919		0.7331081081		0.3133445946		0.6866554054										Q15.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						Q15.13		80.7%		19.3%		61.3%		38.7%

		NNCHIIKI		1		度数		147		149		296																Q135		0.3581081081		0.6418918919		0.5101351351		0.4898648649										1		2						Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%				Q15.14		84.3%		15.7%		66.3%		33.8%

						NNCHIIKI の %		49.7%		50.3%		100.0%																Q136		0.5844594595		0.4155405405		0.6680743243		0.3319256757				NNCHIIKI		1		度数		257		43		300																Q15.15		86.3%		13.7%		70.6%		29.4%

				2		度数		614		570		1184																Q137		0.5506756757		0.4493243243		0.5033783784		0.4966216216								NNCHIIKI の %		85.7%		14.3%		100.0%																Q15.16		71.3%		28.7%		43.7%		56.3%

						NNCHIIKI の %		51.9%		48.1%		100.0%																Q138		0.4932432432		0.5067567568		0.5684121622		0.4315878378						2		度数		774		426		1200

		合計				度数		761		719		1480																Q139		0.8310810811		0.1689189189		0.8521959459		0.1478040541								NNCHIIKI の %		64.5%		35.5%		100.0%

						NNCHIIKI の %		51.4%		48.6%		100.0%																Q1310		0.5101351351		0.4898648649		0.6934121622		0.3065878378				合計				度数		1031		469		1500

																												Q1311		0.5743243243		0.4256756757		0.6680743243		0.3319256757								NNCHIIKI の %		68.7%		31.3%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q132 のクロス表																										Q1312		0.5574324324		0.4425675676		0.660472973		0.339527027

								Q132				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						Q1313		0.6047297297		0.3952702703		0.7288851351		0.2711148649				NNCHIIKI と Q15.11 のクロス表

								0		1						Q132		64.2%		35.8%		47.6%		52.4%				Q1314		0.6554054054		0.3445945946		0.7364864865		0.2635135135										Q15.11				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		190		106		296																Q1315		0.7635135135		0.2364864865		0.7491554054		0.2508445946										1		2						Q15.11		81.7%		18.3%		58.5%		41.5%

						NNCHIIKI の %		64.2%		35.8%		100.0%																Q1316		0.7060810811		0.2939189189		0.7744932432		0.2255067568				NNCHIIKI		1		度数		245		55		300

				2		度数		564		620		1184																Q1317		0.6182432432		0.3817567568		0.6528716216		0.3471283784								NNCHIIKI の %		81.7%		18.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		47.6%		52.4%		100.0%																Q1318		0.6182432432		0.3817567568		0.6503378378		0.3496621622						2		度数		702		498		1200

		合計				度数		754		726		1480																Q1319		0.5608108108		0.4391891892		0.5962837838		0.4037162162								NNCHIIKI の %		58.5%		41.5%		100.0%

						NNCHIIKI の %		50.9%		49.1%		100.0%																												合計				度数		947		553		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																																												NNCHIIKI の %		63.1%		36.9%		100.0%

		NNCHIIKI と Q133 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q133				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.12 のクロス表

								0		1						Q133		76.0%		24.0%		77.6%		22.4%																						Q15.12				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		225		71		296																																		1		2						Q15.12		75.7%		24.3%		35.7%		64.3%

						NNCHIIKI の %		76.0%		24.0%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		227		73		300

				2		度数		919		265		1184																																NNCHIIKI の %		75.7%		24.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		77.6%		22.4%		100.0%																														2		度数		428		772		1200

		合計				度数		1144		336		1480																																NNCHIIKI の %		35.7%		64.3%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		77.3%		22.7%		100.0%																												合計				度数		655		845		1500

																														福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ										NNCHIIKI の %		43.7%		56.3%		100.0%

		NNCHIIKI と Q134 のクロス表

								Q134				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.13 のクロス表

								0		1						Q134		26.7%		73.3%		31.3%		68.7%																						Q15.13				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		79		217		296																																		1		2						Q15.13		80.7%		19.3%		61.3%		38.7%

						NNCHIIKI の %		26.7%		73.3%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		242		58		300

				2		度数		371		813		1184																																NNCHIIKI の %		80.7%		19.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		31.3%		68.7%		100.0%																														2		度数		736		464		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		450		1030		1480																																NNCHIIKI の %		61.3%		38.7%		100.0%

						NNCHIIKI の %		30.4%		69.6%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						合計				度数		978		522		1500

																																												NNCHIIKI の %		65.2%		34.8%		100.0%

		NNCHIIKI と Q135 のクロス表

								Q135				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.14 のクロス表

								0		1						Q135		35.8%		64.2%		51.0%		49.0%																						Q15.14				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		106		190		296																																		1		2						Q15.14		84.3%		15.7%		66.3%		33.8%

						NNCHIIKI の %		35.8%		64.2%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		253		47		300

				2		度数		604		580		1184																																NNCHIIKI の %		84.3%		15.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		51.0%		49.0%		100.0%																														2		度数		795		405		1200

		合計				度数		710		770		1480																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ										NNCHIIKI の %		66.3%		33.8%		100.0%

						NNCHIIKI の %		48.0%		52.0%		100.0%																												合計				度数		1048		452		1500

																																												NNCHIIKI の %		69.9%		30.1%		100.0%

		NNCHIIKI と Q136 のクロス表

								Q136				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.15 のクロス表

								0		1						Q136		58.4%		41.6%		66.8%		33.2%																						Q15.15				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		173		123		296																																		1		2						Q15.15		86.3%		13.7%		70.6%		29.4%

						NNCHIIKI の %		58.4%		41.6%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		259		41		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		791		393		1184																																NNCHIIKI の %		86.3%		13.7%		100.0%

						NNCHIIKI の %		66.8%		33.2%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								2		度数		847		353		1200

		合計				度数		964		516		1480																																NNCHIIKI の %		70.6%		29.4%		100.0%

						NNCHIIKI の %		65.1%		34.9%		100.0%																												合計				度数		1106		394		1500

																																												NNCHIIKI の %		73.7%		26.3%		100.0%

		NNCHIIKI と Q137 のクロス表

								Q137				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.16 のクロス表

								0		1						Q137		55.1%		44.9%		50.3%		49.7%																						Q15.16				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		163		133		296																																		1		2						Q15.16		71.3%		28.7%		43.7%		56.3%						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		55.1%		44.9%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		214		86		300

				2		度数		596		588		1184																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ										NNCHIIKI の %		71.3%		28.7%		100.0%

						NNCHIIKI の %		50.3%		49.7%		100.0%																														2		度数		524		676		1200

		合計				度数		759		721		1480																																NNCHIIKI の %		43.7%		56.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		51.3%		48.7%		100.0%																												合計				度数		738		762		1500

																																												NNCHIIKI の %		49.2%		50.8%		100.0%

		NNCHIIKI と Q138 のクロス表

								Q138				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q138		49.3%		50.7%		56.8%		43.2%

		NNCHIIKI		1		度数		146		150		296

						NNCHIIKI の %		49.3%		50.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		673		511		1184

						NNCHIIKI の %		56.8%		43.2%		100.0%

		合計				度数		819		661		1480

						NNCHIIKI の %		55.3%		44.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q139 のクロス表

								Q139				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q139		83.1%		16.9%		85.2%		14.8%

		NNCHIIKI		1		度数		246		50		296																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		83.1%		16.9%		100.0%

				2		度数		1009		175		1184

						NNCHIIKI の %		85.2%		14.8%		100.0%

		合計				度数		1255		225		1480

						NNCHIIKI の %		84.8%		15.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1310 のクロス表

								Q1310				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1310		51.0%		49.0%		69.3%		30.7%						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		151		145		296

						NNCHIIKI の %		51.0%		49.0%		100.0%

				2		度数		821		363		1184

						NNCHIIKI の %		69.3%		30.7%		100.0%

		合計				度数		972		508		1480

						NNCHIIKI の %		65.7%		34.3%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1311 のクロス表

								Q1311				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1311		57.4%		42.6%		66.8%		33.2%

		NNCHIIKI		1		度数		170		126		296

						NNCHIIKI の %		57.4%		42.6%		100.0%

				2		度数		791		393		1184

						NNCHIIKI の %		66.8%		33.2%		100.0%

		合計				度数		961		519		1480

						NNCHIIKI の %		64.9%		35.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1312 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q1312				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1312		55.7%		44.3%		66.0%		34.0%

		NNCHIIKI		1		度数		165		131		296

						NNCHIIKI の %		55.7%		44.3%		100.0%

				2		度数		782		402		1184

						NNCHIIKI の %		66.0%		34.0%		100.0%

		合計				度数		947		533		1480

						NNCHIIKI の %		64.0%		36.0%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q1313 のクロス表

								Q1313				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1313		60.5%		39.5%		72.9%		27.1%

		NNCHIIKI		1		度数		179		117		296

						NNCHIIKI の %		60.5%		39.5%		100.0%

				2		度数		863		321		1184

						NNCHIIKI の %		72.9%		27.1%		100.0%

		合計				度数		1042		438		1480

						NNCHIIKI の %		70.4%		29.6%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q1314 のクロス表

								Q1314				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1314		65.5%		34.5%		73.6%		26.4%

		NNCHIIKI		1		度数		194		102		296

						NNCHIIKI の %		65.5%		34.5%		100.0%

				2		度数		872		312		1184

						NNCHIIKI の %		73.6%		26.4%		100.0%

		合計				度数		1066		414		1480																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		72.0%		28.0%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1315 のクロス表

								Q1315				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1315		76.4%		23.6%		74.9%		25.1%

		NNCHIIKI		1		度数		226		70		296

						NNCHIIKI の %		76.4%		23.6%		100.0%

				2		度数		887		297		1184

						NNCHIIKI の %		74.9%		25.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		1113		367		1480

						NNCHIIKI の %		75.2%		24.8%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1316 のクロス表

								Q1316				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1316		70.6%		29.4%		77.4%		22.6%

		NNCHIIKI		1		度数		209		87		296

						NNCHIIKI の %		70.6%		29.4%		100.0%

				2		度数		917		267		1184																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		77.4%		22.6%		100.0%

		合計				度数		1126		354		1480

						NNCHIIKI の %		76.1%		23.9%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1317 のクロス表

								Q1317				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1317		61.8%		38.2%		65.3%		34.7%

		NNCHIIKI		1		度数		183		113		296

						NNCHIIKI の %		61.8%		38.2%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		773		411		1184

						NNCHIIKI の %		65.3%		34.7%		100.0%

		合計				度数		956		524		1480

						NNCHIIKI の %		64.6%		35.4%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1318 のクロス表

								Q1318				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1318		61.8%		38.2%		65.0%		35.0%

		NNCHIIKI		1		度数		183		113		296																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		61.8%		38.2%		100.0%

				2		度数		770		414		1184

						NNCHIIKI の %		65.0%		35.0%		100.0%

		合計				度数		953		527		1480

						NNCHIIKI の %		64.4%		35.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1319 のクロス表

								Q1319				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1319		56.1%		43.9%		59.6%		40.4%						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		166		130		296

						NNCHIIKI の %		56.1%		43.9%		100.0%

				2		度数		706		478		1184

						NNCHIIKI の %		59.6%		40.4%		100.0%

		合計				度数		872		608		1480

						NNCHIIKI の %		58.9%		41.1%		100.0%









【汚染水】知識①

Q9.あなたは汚染水問題（東京電力福島第一原子力発電所に貯蔵してある放射
性物質を含む「水」に関する問題）や、農産物の検査体制について、つぎのことを
知っていますか。
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1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること
福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること
福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと
福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること
福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること
福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること
福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること
福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること
福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること
福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること
福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）
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63.0%

40.6%

58.0%

31.4%

54.7%

35.6%

68.7%

34.3%

83.3%

49.6%

78.3%

45.6%

69.0%

38.4%

73.0%

42.9%

37.3%

17.4%

89.0%

46.6%

37.0%

59.4%

42.0%

68.6%

45.3%

64.4%

31.3%

65.7%

16.7%

50.4%

21.7%

54.4%

31.0%

61.6%

27.0%

57.1%

62.7%

82.6%

11.0%

53.4%


Sheet1
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		NNCHIIKI		1		度数		164		136		300																		88.8%		11.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ
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				2		度数		412		788		1200																		88.1%		11.9%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		34.3%		65.7%		100.0%																6.漁業者への説明が十分ではないこと						6.漁業者への説明が十分ではないこと		89.2%		10.8%						6.漁業者への説明が十分ではないこと

		合計				度数		618		882		1500																		87.7%		12.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		41.2%		58.8%		100.0%																		89.2%		10.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												7.農業への影響が大きいこと						7.農業への影響が大きいこと		89.2%		10.8%						7.農業への影響が大きいこと

		NNCHIIKI と Q9.5 のクロス表																												87.7%		12.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q9.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								89.2%		10.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q9.5		83.3%		16.7%		49.6%		50.4%				8.漁業への影響が大きいこと						8.漁業への影響が大きいこと		89.5%		10.5%						8.漁業への影響が大きいこと

		NNCHIIKI		1		度数		250		50		300																		84.0%		16.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		83.3%		16.7%		100.0%				Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%						89.5%		10.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		595		605		1200				Q15.11		81.7%		18.3%		58.5%		41.5%				9.観光業への影響が大きいこと						9.観光業への影響が大きいこと		89.9%		10.1%						9.観光業への影響が大きいこと

						NNCHIIKI の %		49.6%		50.4%		100.0%				Q15.12		75.7%		24.3%		35.7%		64.3%						86.7%		13.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		845		655		1500				Q15.13		80.7%		19.3%		61.3%		38.7%						89.9%		10.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		56.3%		43.7%		100.0%				Q15.14		84.3%		15.7%		66.3%		33.8%				10.福島県へのイメージダウンにつながること						10.福島県へのイメージダウンにつながること		84.9%		15.1%						10.福島県へのイメージダウンにつながること

																Q15.15		86.3%		13.7%		70.6%		29.4%						84.3%		15.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q9.6 のクロス表														Q15.16		71.3%		28.7%		43.7%		56.3%						84.9%		15.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q9.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																												問題だと思う								問題だと思わない

								1		2						Q9.6		78.3%		21.7%		45.6%		54.4%

		NNCHIIKI		1		度数		235		65		300

						NNCHIIKI の %		78.3%		21.7%		100.0%

				2		度数		547		653		1200																		知っている		知らない				知っている		知らない

						NNCHIIKI の %		45.6%		54.4%		100.0%																1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること						1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること		22.7%		77.3%						1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること

		合計				度数		782		718		1500																		39.0%		61.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		52.1%		47.9%		100.0%																		22.7%		77.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと						2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと		17.5%		82.5%						2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと

		NNCHIIKI と Q9.7 のクロス表																												36.7%		63.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q9.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								17.5%		82.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q9.7		69.0%		31.0%		38.4%		61.6%				3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること						3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること		16.1%		83.9%						3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること

		NNCHIIKI		1		度数		207		93		300																		29.7%		70.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		69.0%		31.0%		100.0%																		16.1%		83.9%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		461		739		1200																4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること						4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること		33.3%		66.8%						4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること

						NNCHIIKI の %		38.4%		61.6%		100.0%																		61.3%		38.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		668		832		1500																		33.3%		66.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		44.5%		55.5%		100.0%																5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと						5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと		28.2%		71.8%						5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと

																														56.7%		43.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q9.8 のクロス表																												28.2%		71.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q9.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること						6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること		29.1%		70.9%						6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること

								1		2						Q9.8		73.0%		27.0%		42.9%		57.1%						61.0%		39.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		219		81		300																		29.1%		70.9%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		73.0%		27.0%		100.0%																7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること						7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること		41.9%		58.1%						7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること

				2		度数		515		685		1200																		76.3%		23.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		42.9%		57.1%		100.0%																		41.9%		58.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		734		766		1500																8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること						8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること		33.9%		66.1%						8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること

						NNCHIIKI の %		48.9%		51.1%		100.0%																		68.3%		31.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														33.9%		66.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.9 のクロス表																										9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと						9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと		16.9%		83.1%						9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと

								Q9.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								34.3%		65.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.9		37.3%		62.7%		17.4%		82.6%						16.9%		83.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		112		188		300																																				知っている シ						知らない シ

						NNCHIIKI の %		37.3%		62.7%		100.0%

				2		度数		209		991		1200

						NNCHIIKI の %		17.4%		82.6%		100.0%																		知っている		知らない				知っている		知らない

		合計				度数		321		1179		1500																1.WBC（ホールボディカウンター）						1.WBC（ホールボディカウンター）		12.6%		87.4%						1.WBC（ホールボディカウンター）

						NNCHIIKI の %		21.4%		78.6%		100.0%																		64.3%		35.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														12.6%		87.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.10 のクロス表																										2.ND（検出限界値）						2.ND（検出限界値）		21.0%		79.0%						2.ND（検出限界値）

								Q9.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								43.0%		57.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.10		89.0%		11.0%		46.6%		53.4%						21.0%		79.0%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		267		33		300																3.ゲルマニウム測定器						3.ゲルマニウム測定器		34.5%		65.5%						3.ゲルマニウム測定器

						NNCHIIKI の %		89.0%		11.0%		100.0%																		43.3%		56.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		559		641		1200																		34.5%		65.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		46.6%		53.4%		100.0%																4.シンチレーションカウンター						4.シンチレーションカウンター		10.8%		89.3%						4.シンチレーションカウンター

		合計				度数		826		674		1500																		18.0%		82.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		55.1%		44.9%		100.0%																		10.8%		89.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												5.プルトニウム						5.プルトニウム		74.2%		25.8%						5.プルトニウム

		NNCHIIKI と Q10.1 のクロス表																												79.7%		20.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q10.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								74.2%		25.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q10.1		84.0%		16.0%		80.8%		19.2%				6.ストロンチウム						6.ストロンチウム		41.9%		58.1%						6.ストロンチウム

		NNCHIIKI		1		度数		252		48		300																		65.0%		35.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		84.0%		16.0%		100.0%																		41.9%		58.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		970		230		1200																7.SPEEDI						7.SPEEDI		20.4%		79.6%						7.SPEEDI

						NNCHIIKI の %		80.8%		19.2%		100.0%																		41.3%		58.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		1222		278		1500																		20.4%		79.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		81.5%		18.5%		100.0%																8.急性被曝						8.急性被曝		34.3%		65.8%						8.急性被曝

																														48.0%		52.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q10.2 のクロス表																												34.3%		65.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q10.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						9.慢性被曝						9.慢性被曝		36.5%		63.5%						9.慢性被曝

								1		2						Q10.2		91.3%		8.7%		87.0%		13.0%						49.7%		50.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		274		26		300																		36.5%		63.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		91.3%		8.7%		100.0%																10.内部被曝						10.内部被曝		64.5%		35.5%						10.内部被曝

				2		度数		1044		156		1200																		85.7%		14.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		87.0%		13.0%		100.0%																		64.5%		35.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		1318		182		1500																11.外部被曝						11.外部被曝		58.5%		41.5%						11.外部被曝

						NNCHIIKI の %		87.9%		12.1%		100.0%																		81.7%		18.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														58.5%		41.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q10.3 のクロス表																										12.モニタリングポスト						12.モニタリングポスト		35.7%		64.3%						12.モニタリングポスト

								Q10.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								75.7%		24.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q10.3		82.3%		17.7%		80.5%		19.5%						35.7%		64.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		247		53		300																13.Bq（ベクレル）						13.Bq（ベクレル）		61.3%		38.7%						13.Bq（ベクレル）

						NNCHIIKI の %		82.3%		17.7%		100.0%																		80.7%		19.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		966		234		1200																		61.3%		38.7%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		80.5%		19.5%		100.0%																14.Sv、mSv（シーベルト）						14.Sv、mSv（シーベルト）		66.3%		33.8%						14.Sv、mSv（シーベルト）

		合計				度数		1213		287		1500																		84.3%		15.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		80.9%		19.1%		100.0%																		66.3%		33.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												15.セシウム						15.セシウム		70.6%		29.4%						15.セシウム

		NNCHIIKI と Q10.4 のクロス表																												86.3%		13.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q10.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								70.6%		29.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q10.4		61.3%		38.7%		60.3%		39.8%				16.トリチウム						16.トリチウム		43.7%		56.3%						16.トリチウム

		NNCHIIKI		1		度数		184		116		300																		71.3%		28.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		61.3%		38.7%		100.0%																		43.7%		56.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		723		477		1200																																						知っている シ						知らない シ

						NNCHIIKI の %		60.3%		39.8%		100.0%

		合計				度数		907		593		1500

						NNCHIIKI の %		60.5%		39.5%		100.0%



		NNCHIIKI と Q10.5 のクロス表																												知っている		知っていない				知っている		知っていない

								Q10.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること						1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること		40.6%		59.4%						1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること

								1		2						Q10.5		57.3%		42.7%		48.7%		51.3%						63.0%		37.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		172		128		300																		40.6%		59.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		57.3%		42.7%		100.0%																2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること						2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること		31.4%		68.6%						2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること

				2		度数		584		616		1200																		58.0%		42.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		48.7%		51.3%		100.0%																		31.4%		68.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		756		744		1500																3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと						3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと		35.6%		64.4%						3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと

						NNCHIIKI の %		50.4%		49.6%		100.0%																		54.7%		45.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														35.6%		64.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q10.6 のクロス表																										4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること						4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること		34.3%		65.7%						4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること

								Q10.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								68.7%		31.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q10.6		67.7%		32.3%		63.2%		36.8%						34.3%		65.7%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		203		97		300																5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること						5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること		49.6%		50.4%						5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること

						NNCHIIKI の %		67.7%		32.3%		100.0%																		83.3%		16.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		758		442		1200																		49.6%		50.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		63.2%		36.8%		100.0%																6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること						6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること		45.6%		54.4%						6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること

		合計				度数		961		539		1500																		78.3%		21.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		64.1%		35.9%		100.0%																		45.6%		54.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること						7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること		38.4%		61.6%						7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること

		NNCHIIKI と Q11.1 のクロス表																												69.0%		31.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q11.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								38.4%		61.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.1		89.7%		10.3%		88.8%		11.3%				8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること						8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること		42.9%		57.1%						8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること

		NNCHIIKI		1		度数		269		31		300																		73.0%		27.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		89.7%		10.3%		100.0%																		42.9%		57.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		1065		135		1200																9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること						9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること		17.4%		82.6%						9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること

						NNCHIIKI の %		88.8%		11.3%		100.0%																		37.3%		62.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		1334		166		1500																		17.4%		82.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		88.9%		11.1%		100.0%																10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること						10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること		46.6%		53.4%						10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること

																														89.0%		11.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q11.2 のクロス表																												46.6%		53.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q11.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																												知っている シ						知らない シ

								1		2						Q11.2		91.3%		8.7%		89.8%		10.2%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		274		26		300																		回答なし カイトウ		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県（N=300） フクシマ ケン		福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		91.3%		8.7%		100.0%																甲状腺に関する健康調査		49.7%		50.3%		甲状腺に関する健康調査		50.3%		48.1%

				2		度数		1078		122		1200																被災者の生活支援		64.2%		35.8%		被災者の生活支援		35.8%		52.4%

						NNCHIIKI の %		89.8%		10.2%		100.0%																帰還		76.0%		24.0%		帰還		24.0%		22.4%

		合計				度数		1352		148		1500																汚染水（※）の処理		26.7%		73.3%		汚染水（※）の処理		73.3%		68.7%

						NNCHIIKI の %		90.1%		9.9%		100.0%																廃炉を進めること		35.8%		64.2%		廃炉を進めること		64.2%		49.0%

																												特定廃棄物		58.4%		41.6%		特定廃棄物		41.6%		33.2%

		NNCHIIKI と Q11.3 のクロス表																										除染		55.1%		44.9%		除染		44.9%		49.7%

								Q11.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						風評被害		49.3%		50.7%		風評被害		50.7%		43.2%

								1		2						Q11.3		84.3%		15.7%		86.9%		13.1%				警戒区域の縮小		83.1%		16.9%		警戒区域の縮小		16.9%		14.8%

		NNCHIIKI		1		度数		253		47		300																中間貯蔵施設の今後		51.0%		49.0%		中間貯蔵施設の今後		49.0%		30.7%

						NNCHIIKI の %		84.3%		15.7%		100.0%																農業の振興策		57.4%		42.6%		農業の振興策		42.6%		33.2%

				2		度数		1043		157		1200																漁業の振興策		55.7%		44.3%		漁業の振興策		44.3%		34.0%

						NNCHIIKI の %		86.9%		13.1%		100.0%																観光の振興策		60.5%		39.5%		観光の振興策		39.5%		27.1%

		合計				度数		1296		204		1500																産業の振興策		65.5%		34.5%		産業の振興策		34.5%		26.4%

						NNCHIIKI の %		86.4%		13.6%		100.0%																賠償の継続		76.4%		23.6%		賠償の継続		23.6%		25.1%

																												2021年以降の復興財源		70.6%		29.4%		2021年以降の復興財源		29.4%		22.6%

		NNCHIIKI と Q11.4 のクロス表																										新たな震災による津波のリスク		61.8%		38.2%		新たな震災による津波のリスク		38.2%		34.7%

								Q11.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						再臨界による新たな事故		61.8%		38.2%		再臨界による新たな事故		38.2%		35.0%

								1		2						Q11.4		86.7%		13.3%		88.1%		11.9%				冷却が不能になるような新たな事故		56.1%		43.9%		冷却が不能になるような新たな事故		43.9%		40.4%

		NNCHIIKI		1		度数		260		40		300

						NNCHIIKI の %		86.7%		13.3%		100.0%

				2		度数		1057		143		1200

						NNCHIIKI の %		88.1%		11.9%		100.0%

		合計				度数		1317		183		1500

						NNCHIIKI の %		87.8%		12.2%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q11.5 のクロス表

								Q11.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.5		87.7%		12.3%		89.2%		10.8%

		NNCHIIKI		1		度数		263		37		300

						NNCHIIKI の %		87.7%		12.3%		100.0%

				2		度数		1070		130		1200

						NNCHIIKI の %		89.2%		10.8%		100.0%

		合計				度数		1333		167		1500

						NNCHIIKI の %		88.9%		11.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q11.6 のクロス表

								Q11.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.6		87.7%		12.3%		89.2%		10.8%

		NNCHIIKI		1		度数		263		37		300

						NNCHIIKI の %		87.7%		12.3%		100.0%

				2		度数		1070		130		1200

						NNCHIIKI の %		89.2%		10.8%		100.0%

		合計				度数		1333		167		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		88.9%		11.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.7 のクロス表

								Q11.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.7		84.0%		16.0%		89.5%		10.5%

		NNCHIIKI		1		度数		252		48		300

						NNCHIIKI の %		84.0%		16.0%		100.0%

				2		度数		1074		126		1200

						NNCHIIKI の %		89.5%		10.5%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		1326		174		1500

						NNCHIIKI の %		88.4%		11.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.8 のクロス表

								Q11.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.8		86.7%		13.3%		89.9%		10.1%

		NNCHIIKI		1		度数		260		40		300

						NNCHIIKI の %		86.7%		13.3%		100.0%

				2		度数		1079		121		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		89.9%		10.1%		100.0%

		合計				度数		1339		161		1500

						NNCHIIKI の %		89.3%		10.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.9 のクロス表

								Q11.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.9		84.3%		15.7%		84.9%		15.1%

		NNCHIIKI		1		度数		253		47		300

						NNCHIIKI の %		84.3%		15.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		1019		181		1200

						NNCHIIKI の %		84.9%		15.1%		100.0%

		合計				度数		1272		228		1500

						NNCHIIKI の %		84.8%		15.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.10 のクロス表

								Q11.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.10		89.3%		10.7%		87.3%		12.8%

		NNCHIIKI		1		度数		268		32		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		89.3%		10.7%		100.0%

				2		度数		1047		153		1200

						NNCHIIKI の %		87.3%		12.8%		100.0%

		合計				度数		1315		185		1500

						NNCHIIKI の %		87.7%		12.3%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.1 のクロス表

								Q14.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.1		39.0%		61.0%		22.7%		77.3%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		117		183		300

						NNCHIIKI の %		39.0%		61.0%		100.0%

				2		度数		272		928		1200

						NNCHIIKI の %		22.7%		77.3%		100.0%

		合計				度数		389		1111		1500

						NNCHIIKI の %		25.9%		74.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.2 のクロス表

								Q14.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.2		36.7%		63.3%		17.5%		82.5%

		NNCHIIKI		1		度数		110		190		300

						NNCHIIKI の %		36.7%		63.3%		100.0%

				2		度数		210		990		1200

						NNCHIIKI の %		17.5%		82.5%		100.0%

		合計				度数		320		1180		1500

						NNCHIIKI の %		21.3%		78.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.3 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q14.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.3		29.7%		70.3%		16.1%		83.9%

		NNCHIIKI		1		度数		89		211		300

						NNCHIIKI の %		29.7%		70.3%		100.0%

				2		度数		193		1007		1200

						NNCHIIKI の %		16.1%		83.9%		100.0%

		合計				度数		282		1218		1500

						NNCHIIKI の %		18.8%		81.2%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q14.4 のクロス表

								Q14.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.4		61.3%		38.7%		33.3%		66.8%

		NNCHIIKI		1		度数		184		116		300

						NNCHIIKI の %		61.3%		38.7%		100.0%

				2		度数		399		801		1200

						NNCHIIKI の %		33.3%		66.8%		100.0%

		合計				度数		583		917		1500

						NNCHIIKI の %		38.9%		61.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q14.5 のクロス表

								Q14.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.5		56.7%		43.3%		28.2%		71.8%

		NNCHIIKI		1		度数		170		130		300

						NNCHIIKI の %		56.7%		43.3%		100.0%

				2		度数		338		862		1200

						NNCHIIKI の %		28.2%		71.8%		100.0%

		合計				度数		508		992		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		33.9%		66.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.6 のクロス表

								Q14.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.6		61.0%		39.0%		29.1%		70.9%

		NNCHIIKI		1		度数		183		117		300

						NNCHIIKI の %		61.0%		39.0%		100.0%

				2		度数		349		851		1200

						NNCHIIKI の %		29.1%		70.9%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		532		968		1500

						NNCHIIKI の %		35.5%		64.5%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.7 のクロス表

								Q14.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.7		76.3%		23.7%		41.9%		58.1%

		NNCHIIKI		1		度数		229		71		300

						NNCHIIKI の %		76.3%		23.7%		100.0%

				2		度数		503		697		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		41.9%		58.1%		100.0%

		合計				度数		732		768		1500

						NNCHIIKI の %		48.8%		51.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.8 のクロス表

								Q14.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.8		68.3%		31.7%		33.9%		66.1%

		NNCHIIKI		1		度数		205		95		300

						NNCHIIKI の %		68.3%		31.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		407		793		1200

						NNCHIIKI の %		33.9%		66.1%		100.0%

		合計				度数		612		888		1500

						NNCHIIKI の %		40.8%		59.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.9 のクロス表

								Q14.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.9		34.3%		65.7%		16.9%		83.1%

		NNCHIIKI		1		度数		103		197		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		34.3%		65.7%		100.0%

				2		度数		203		997		1200

						NNCHIIKI の %		16.9%		83.1%		100.0%

		合計				度数		306		1194		1500

						NNCHIIKI の %		20.4%		79.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.1 のクロス表

								Q15.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.1		64.3%		35.7%		12.6%		87.4%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		193		107		300

						NNCHIIKI の %		64.3%		35.7%		100.0%

				2		度数		151		1049		1200

						NNCHIIKI の %		12.6%		87.4%		100.0%

		合計				度数		344		1156		1500

						NNCHIIKI の %		22.9%		77.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.2 のクロス表

								Q15.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.2		43.0%		57.0%		21.0%		79.0%

		NNCHIIKI		1		度数		129		171		300

						NNCHIIKI の %		43.0%		57.0%		100.0%

				2		度数		252		948		1200

						NNCHIIKI の %		21.0%		79.0%		100.0%

		合計				度数		381		1119		1500

						NNCHIIKI の %		25.4%		74.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.3 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q15.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.3		43.3%		56.7%		34.5%		65.5%

		NNCHIIKI		1		度数		130		170		300

						NNCHIIKI の %		43.3%		56.7%		100.0%

				2		度数		414		786		1200

						NNCHIIKI の %		34.5%		65.5%		100.0%

		合計				度数		544		956		1500

						NNCHIIKI の %		36.3%		63.7%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q15.4 のクロス表

								Q15.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.4		18.0%		82.0%		10.8%		89.3%

		NNCHIIKI		1		度数		54		246		300

						NNCHIIKI の %		18.0%		82.0%		100.0%

				2		度数		129		1071		1200

						NNCHIIKI の %		10.8%		89.3%		100.0%

		合計				度数		183		1317		1500

						NNCHIIKI の %		12.2%		87.8%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q15.5 のクロス表

								Q15.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.5		79.7%		20.3%		74.2%		25.8%

		NNCHIIKI		1		度数		239		61		300

						NNCHIIKI の %		79.7%		20.3%		100.0%

				2		度数		890		310		1200

						NNCHIIKI の %		74.2%		25.8%		100.0%

		合計				度数		1129		371		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		75.3%		24.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.6 のクロス表

								Q15.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.6		65.0%		35.0%		41.9%		58.1%

		NNCHIIKI		1		度数		195		105		300

						NNCHIIKI の %		65.0%		35.0%		100.0%

				2		度数		503		697		1200

						NNCHIIKI の %		41.9%		58.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		698		802		1500

						NNCHIIKI の %		46.5%		53.5%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.7 のクロス表

								Q15.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.7		41.3%		58.7%		20.4%		79.6%

		NNCHIIKI		1		度数		124		176		300

						NNCHIIKI の %		41.3%		58.7%		100.0%

				2		度数		245		955		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		20.4%		79.6%		100.0%

		合計				度数		369		1131		1500

						NNCHIIKI の %		24.6%		75.4%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.8 のクロス表

								Q15.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.8		48.0%		52.0%		34.3%		65.8%

		NNCHIIKI		1		度数		144		156		300

						NNCHIIKI の %		48.0%		52.0%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		411		789		1200

						NNCHIIKI の %		34.3%		65.8%		100.0%

		合計				度数		555		945		1500

						NNCHIIKI の %		37.0%		63.0%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.9 のクロス表

								Q15.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.9		49.7%		50.3%		36.5%		63.5%

		NNCHIIKI		1		度数		149		151		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		49.7%		50.3%		100.0%

				2		度数		438		762		1200

						NNCHIIKI の %		36.5%		63.5%		100.0%

		合計				度数		587		913		1500

						NNCHIIKI の %		39.1%		60.9%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.10 のクロス表

								Q15.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		257		43		300

						NNCHIIKI の %		85.7%		14.3%		100.0%

				2		度数		774		426		1200

						NNCHIIKI の %		64.5%		35.5%		100.0%

		合計				度数		1031		469		1500

						NNCHIIKI の %		68.7%		31.3%		100.0%



																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



そう思う	

福島県　　（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	0.84	0.80833333333333324	0.91333333333333333	0.87	0.82333333333333347	0.80500000000000005	0.61333333333333329	0.60250000000000004	0.57333333333333336	0.48666666666666669	0.67666666666666653	0.63166666666666671	そう思わない	

福島県　　（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	0.16	0.19166666666666668	8.6666666666666684E-2	0.13	0.17666666666666667	0.19500000000000001	0.38666666666666666	0.39750000000000002	0.42666666666666669	0.51333333333333331	0.32333333333333331	0.36833333333333335	

そう思う	

1.まだ十分に議論が尽くされていないこと	2.国民への説明が十分ではないこと	3.健康被害があると思うこと	4.魚介類の汚染があると思うこと	5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと	6.漁業者への説明が十分ではないこと	7.農業への影響が大きいこと	8.漁業への影響が大きいこと	9.観光業への影響が大きいこと	10.福島県へのイメージダウンにつながること	0.89666666666666661	0.88749999999999996	0.89333333333333331	0.87250000000000005	0.91333333333333333	0.89833333333333332	0.84333333333333338	0.86916666666666653	0.8666666666666667	0.88083333333333347	0.87666666666666671	0.89166666666666672	0.87666666666666671	0.89166666666666672	0.84	0.89500000000000002	0.8666666666666667	0.89916666666666667	0.84333333333333338	0.84916666666666663	そう思わない	

1.まだ十分に議論が尽くされていないこと	2.国民への説明が十分ではないこと	3.健康被害があると思うこと	4.魚介類の汚染があると思うこと	5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分	ではないこと	6.漁業者への説明が十分ではないこと	7.農業への影響が大きいこと	8.漁業への影響が大きいこと	9.観光業への影響が大きいこと	10.福島県へのイメージダウンにつながること	0.10333333333333333	0.1125	0.10666666666666667	0.1275	8.6666666666666684E-2	0.10166666666666666	0.15666666666666668	0.13083333333333333	0.13333333333333333	0.11916666666666668	0.12333333333333334	0.10833333333333334	0.12333333333333334	0.10833333333333334	0.16	0.105	0.13333333333333333	0.10083333333333332	0.15666666666666668	0.15083333333333335	

そう思う	

1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること	2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと	3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること	4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること	5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと	6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること	7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること	8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること	9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと	0.39	0.22666666666666666	0.36666666666666664	0.17499999999999999	0.29666666666666669	0.16083333333333333	0.61333333333333329	0.33250000000000002	0.56666666666666665	0.28166666666666668	0.61	0.29083333333333333	0.76333333333333331	0.41916666666666669	0.68333333333333324	0.33916666666666662	0.34333333333333338	0.16916666666666663	そう思わない	

1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されて	いること	2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと	3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること	4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること	5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと	6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること	7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること	8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること	9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと	0.61	0.77333333333333332	0.6333333333333333	0.82499999999999996	0.70333333333333348	0.83916666666666662	0.38666666666666666	0.66749999999999998	0.43333333333333335	0.71833333333333338	0.39	0.70916666666666661	0.23666666666666669	0.58083333333333331	0.31666666666666665	0.66083333333333338	0.65666666666666662	0.83083333333333331	

そう思う	

1.WBC（ホールボディカウンター）	2.ND（検出限界値）	3.ゲルマニウム測定器	4.シンチレーションカウンター	5.プルトニウム	6.ストロンチウム	7.SPEEDI	8.急性被曝	9.慢性被曝	10.内部被曝	11.外部被曝	12.モニタリングポスト	13.Bq（ベクレル）	14.Sv、mSv（シーベルト）	15.セシウム	16.トリチウム	0.64333333333333331	0.12583333333333332	0.43	0.21	0.43333333333333335	0.34499999999999997	0.18	0.1075	0.79666666666666652	0.7416666666666667	0.65	0.41916666666666669	0.41333333333333333	0.20416666666666669	0.48	0.34250000000000003	0.49666666666666665	0.36499999999999999	0.856	66666666666669	0.64500000000000002	0.81666666666666676	0.58499999999999996	0.75666666666666671	0.35666666666666669	0.80666666666666653	0.61333333333333329	0.84333333333333338	0.66249999999999998	0.86333333333333329	0.70583333333333331	0.71333333333333337	0.43666666666666665	そう思わない	

1.WBC（ホールボディカウンター）	2.ND（検出限界値）	3.ゲルマニウム測定器	4.シンチレーションカウンター	5.プルトニウム	6.ストロンチウム	7.SPEEDI	8.急性被曝	9.慢性被曝	10.内部被曝	11.外部被曝	12.モニタリングポスト	13.Bq（ベクレル）	14.Sv、mSv（シーベルト）	15.セシウム	16.トリチウム	0.35666666666666669	0.87416666666666676	0.56999999999999995	0.79	0.56666666666666665	0.65500000000000003	0.82	0.89249999999999996	0.20333333333333331	0.25833333333333336	0.35	0.58083333333333331	0.58666666666666667	0.79583333333333328	0.52	0.65749999999999997	0.5033333333333333	0.63500000000000001	0.14333333333333334	0.35499999999999998	0.18333333333333332	0.41499999999999998	0.24333333333333335	0.64333333333333331	0.19333333333333333	0.38666666666666666	0.15666666666666668	0.33750000000000002	0.13666666666666666	0.29416666666666669	0.28666666666666668	0.56333333333333335	

そう思う	

1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること	2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること	3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと	4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること	5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること	6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること	7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること	8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること	9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること	10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること	0.63	0.40583333333333338	0.57999999999999996	0.31416666666666665	0.54666666666666663	0.35583333333333333	0.6866	6666666666676	0.34333333333333338	0.83333333333333348	0.49583333333333335	0.78333333333333333	0.45583333333333331	0.69	0.38416666666666666	0.73	0.42916666666666664	0.37333333333333335	0.17416666666666669	0.89	0.46583333333333327	そう思わない	

1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること	2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること	3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと	4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること	5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること	6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること	7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること	8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること	9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること	10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること	0.37	0.59416666666666662	0.42	0.68583333333333329	0.45333333333333331	0.64416666666666667	0.31333333333333335	0.65666666666666662	0.16666666666666663	0.50416666666666665	0.21666666666666667	0.54416666666666669	0.31	0.61583333333333334	0.27	0.5708333333333333	0.62666666666666671	0.82583333333333331	0.11	0.53416666666666668	

福島県（N=300）	

甲状腺に関する健康調査	被災者の生活支援	帰還	汚染水（※）の処理	廃炉を進めること	特定廃棄物	除染	風評被害	警戒区域の縮小	中間貯蔵施設の今後	農業の振興策	漁業の振興策	観光の振興策	産業の振興策	賠償の継続	2021年以降の復興財源	新たな震災による津波のリスク	再臨界による新たな事故	冷却が不能になるような新たな事故	0.5033783783783784	0.35810810810810811	0.23986486486486483	0.73310810810810811	0.64189189189189189	0.41554054054054052	0.44932432432432434	0.5067567567567568	0.16891891891891891	0.48986486486486486	0.42567567567567566	0.4425675675675676	0.39527027027027034	0.34459459459459457	0.23648648648648649	0.29391891891891891	0.3817567567567568	0.3817567567567568	0.4391891891891892	福島県以外（N=1200）	

甲状腺に関する健康調査	被災者の生活支援	帰還	汚染水（※）の処理	廃炉を進めること	特定廃棄物	除染	風評被害	警戒区域の縮小	中間貯蔵施設の今後	農業の振興策	漁業の振興策	観光の振興策	産業の振興策	賠償の継続	2021年以降の復興財源	新たな震災による津波のリスク	再臨界による新たな事故	冷却が不能になるような新たな事故	0.48141891891891897	0.52364864864864868	0.22381756756756757	0.68665540540540537	0.48986486486486486	0.33192567567567566	0.4966216216216216	0.43158783783783783	0.14780405405405406	0.30658783783783783	0.33192567567567566	0.33952702702702703	0.27111486486486486	0.26351351351351349	0.25084459459459457	0.22550675675675674	0.3471283783783784	0.34966216216216217	0.40371621621621623	









Sheet2

																												Q131		0.4966216216		0.5033783784		0.5185810811		0.4814189189																														Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%

		NNCHIIKI と Q131 のクロス表																										Q132		0.6418918919		0.3581081081		0.4763513514		0.5236486486																														Q15.11		81.7%		18.3%		58.5%		41.5%

								Q131				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						Q133		0.7601351351		0.2398648649		0.7761824324		0.2238175676				NNCHIIKI と Q15.10 のクロス表																										Q15.12		75.7%		24.3%		35.7%		64.3%

								0		1						Q131		49.7%		50.3%		51.9%		48.1%				Q134		0.2668918919		0.7331081081		0.3133445946		0.6866554054										Q15.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						Q15.13		80.7%		19.3%		61.3%		38.7%

		NNCHIIKI		1		度数		147		149		296																Q135		0.3581081081		0.6418918919		0.5101351351		0.4898648649										1		2						Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%				Q15.14		84.3%		15.7%		66.3%		33.8%

						NNCHIIKI の %		49.7%		50.3%		100.0%																Q136		0.5844594595		0.4155405405		0.6680743243		0.3319256757				NNCHIIKI		1		度数		257		43		300																Q15.15		86.3%		13.7%		70.6%		29.4%

				2		度数		614		570		1184																Q137		0.5506756757		0.4493243243		0.5033783784		0.4966216216								NNCHIIKI の %		85.7%		14.3%		100.0%																Q15.16		71.3%		28.7%		43.7%		56.3%

						NNCHIIKI の %		51.9%		48.1%		100.0%																Q138		0.4932432432		0.5067567568		0.5684121622		0.4315878378						2		度数		774		426		1200

		合計				度数		761		719		1480																Q139		0.8310810811		0.1689189189		0.8521959459		0.1478040541								NNCHIIKI の %		64.5%		35.5%		100.0%

						NNCHIIKI の %		51.4%		48.6%		100.0%																Q1310		0.5101351351		0.4898648649		0.6934121622		0.3065878378				合計				度数		1031		469		1500

																												Q1311		0.5743243243		0.4256756757		0.6680743243		0.3319256757								NNCHIIKI の %		68.7%		31.3%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q132 のクロス表																										Q1312		0.5574324324		0.4425675676		0.660472973		0.339527027

								Q132				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						Q1313		0.6047297297		0.3952702703		0.7288851351		0.2711148649				NNCHIIKI と Q15.11 のクロス表

								0		1						Q132		64.2%		35.8%		47.6%		52.4%				Q1314		0.6554054054		0.3445945946		0.7364864865		0.2635135135										Q15.11				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		190		106		296																Q1315		0.7635135135		0.2364864865		0.7491554054		0.2508445946										1		2						Q15.11		81.7%		18.3%		58.5%		41.5%

						NNCHIIKI の %		64.2%		35.8%		100.0%																Q1316		0.7060810811		0.2939189189		0.7744932432		0.2255067568				NNCHIIKI		1		度数		245		55		300

				2		度数		564		620		1184																Q1317		0.6182432432		0.3817567568		0.6528716216		0.3471283784								NNCHIIKI の %		81.7%		18.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		47.6%		52.4%		100.0%																Q1318		0.6182432432		0.3817567568		0.6503378378		0.3496621622						2		度数		702		498		1200

		合計				度数		754		726		1480																Q1319		0.5608108108		0.4391891892		0.5962837838		0.4037162162								NNCHIIKI の %		58.5%		41.5%		100.0%

						NNCHIIKI の %		50.9%		49.1%		100.0%																												合計				度数		947		553		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																																												NNCHIIKI の %		63.1%		36.9%		100.0%

		NNCHIIKI と Q133 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q133				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.12 のクロス表

								0		1						Q133		76.0%		24.0%		77.6%		22.4%																						Q15.12				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		225		71		296																																		1		2						Q15.12		75.7%		24.3%		35.7%		64.3%

						NNCHIIKI の %		76.0%		24.0%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		227		73		300

				2		度数		919		265		1184																																NNCHIIKI の %		75.7%		24.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		77.6%		22.4%		100.0%																														2		度数		428		772		1200

		合計				度数		1144		336		1480																																NNCHIIKI の %		35.7%		64.3%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		77.3%		22.7%		100.0%																												合計				度数		655		845		1500

																														福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ										NNCHIIKI の %		43.7%		56.3%		100.0%

		NNCHIIKI と Q134 のクロス表

								Q134				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.13 のクロス表

								0		1						Q134		26.7%		73.3%		31.3%		68.7%																						Q15.13				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		79		217		296																																		1		2						Q15.13		80.7%		19.3%		61.3%		38.7%

						NNCHIIKI の %		26.7%		73.3%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		242		58		300

				2		度数		371		813		1184																																NNCHIIKI の %		80.7%		19.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		31.3%		68.7%		100.0%																														2		度数		736		464		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		450		1030		1480																																NNCHIIKI の %		61.3%		38.7%		100.0%

						NNCHIIKI の %		30.4%		69.6%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						合計				度数		978		522		1500

																																												NNCHIIKI の %		65.2%		34.8%		100.0%

		NNCHIIKI と Q135 のクロス表

								Q135				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.14 のクロス表

								0		1						Q135		35.8%		64.2%		51.0%		49.0%																						Q15.14				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		106		190		296																																		1		2						Q15.14		84.3%		15.7%		66.3%		33.8%

						NNCHIIKI の %		35.8%		64.2%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		253		47		300

				2		度数		604		580		1184																																NNCHIIKI の %		84.3%		15.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		51.0%		49.0%		100.0%																														2		度数		795		405		1200

		合計				度数		710		770		1480																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ										NNCHIIKI の %		66.3%		33.8%		100.0%

						NNCHIIKI の %		48.0%		52.0%		100.0%																												合計				度数		1048		452		1500

																																												NNCHIIKI の %		69.9%		30.1%		100.0%

		NNCHIIKI と Q136 のクロス表

								Q136				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.15 のクロス表

								0		1						Q136		58.4%		41.6%		66.8%		33.2%																						Q15.15				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		173		123		296																																		1		2						Q15.15		86.3%		13.7%		70.6%		29.4%

						NNCHIIKI の %		58.4%		41.6%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		259		41		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		791		393		1184																																NNCHIIKI の %		86.3%		13.7%		100.0%

						NNCHIIKI の %		66.8%		33.2%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								2		度数		847		353		1200

		合計				度数		964		516		1480																																NNCHIIKI の %		70.6%		29.4%		100.0%

						NNCHIIKI の %		65.1%		34.9%		100.0%																												合計				度数		1106		394		1500

																																												NNCHIIKI の %		73.7%		26.3%		100.0%

		NNCHIIKI と Q137 のクロス表

								Q137				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.16 のクロス表

								0		1						Q137		55.1%		44.9%		50.3%		49.7%																						Q15.16				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		163		133		296																																		1		2						Q15.16		71.3%		28.7%		43.7%		56.3%						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		55.1%		44.9%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		214		86		300

				2		度数		596		588		1184																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ										NNCHIIKI の %		71.3%		28.7%		100.0%

						NNCHIIKI の %		50.3%		49.7%		100.0%																														2		度数		524		676		1200

		合計				度数		759		721		1480																																NNCHIIKI の %		43.7%		56.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		51.3%		48.7%		100.0%																												合計				度数		738		762		1500

																																												NNCHIIKI の %		49.2%		50.8%		100.0%

		NNCHIIKI と Q138 のクロス表

								Q138				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q138		49.3%		50.7%		56.8%		43.2%

		NNCHIIKI		1		度数		146		150		296

						NNCHIIKI の %		49.3%		50.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		673		511		1184

						NNCHIIKI の %		56.8%		43.2%		100.0%

		合計				度数		819		661		1480

						NNCHIIKI の %		55.3%		44.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q139 のクロス表

								Q139				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q139		83.1%		16.9%		85.2%		14.8%

		NNCHIIKI		1		度数		246		50		296																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		83.1%		16.9%		100.0%

				2		度数		1009		175		1184

						NNCHIIKI の %		85.2%		14.8%		100.0%

		合計				度数		1255		225		1480

						NNCHIIKI の %		84.8%		15.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1310 のクロス表

								Q1310				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1310		51.0%		49.0%		69.3%		30.7%						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		151		145		296

						NNCHIIKI の %		51.0%		49.0%		100.0%

				2		度数		821		363		1184

						NNCHIIKI の %		69.3%		30.7%		100.0%

		合計				度数		972		508		1480

						NNCHIIKI の %		65.7%		34.3%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1311 のクロス表

								Q1311				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1311		57.4%		42.6%		66.8%		33.2%

		NNCHIIKI		1		度数		170		126		296

						NNCHIIKI の %		57.4%		42.6%		100.0%

				2		度数		791		393		1184

						NNCHIIKI の %		66.8%		33.2%		100.0%

		合計				度数		961		519		1480

						NNCHIIKI の %		64.9%		35.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1312 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q1312				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1312		55.7%		44.3%		66.0%		34.0%

		NNCHIIKI		1		度数		165		131		296

						NNCHIIKI の %		55.7%		44.3%		100.0%

				2		度数		782		402		1184

						NNCHIIKI の %		66.0%		34.0%		100.0%

		合計				度数		947		533		1480

						NNCHIIKI の %		64.0%		36.0%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q1313 のクロス表

								Q1313				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1313		60.5%		39.5%		72.9%		27.1%

		NNCHIIKI		1		度数		179		117		296

						NNCHIIKI の %		60.5%		39.5%		100.0%

				2		度数		863		321		1184

						NNCHIIKI の %		72.9%		27.1%		100.0%

		合計				度数		1042		438		1480

						NNCHIIKI の %		70.4%		29.6%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q1314 のクロス表

								Q1314				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1314		65.5%		34.5%		73.6%		26.4%

		NNCHIIKI		1		度数		194		102		296

						NNCHIIKI の %		65.5%		34.5%		100.0%

				2		度数		872		312		1184

						NNCHIIKI の %		73.6%		26.4%		100.0%

		合計				度数		1066		414		1480																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		72.0%		28.0%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1315 のクロス表

								Q1315				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1315		76.4%		23.6%		74.9%		25.1%

		NNCHIIKI		1		度数		226		70		296

						NNCHIIKI の %		76.4%		23.6%		100.0%

				2		度数		887		297		1184

						NNCHIIKI の %		74.9%		25.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		1113		367		1480

						NNCHIIKI の %		75.2%		24.8%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1316 のクロス表

								Q1316				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1316		70.6%		29.4%		77.4%		22.6%

		NNCHIIKI		1		度数		209		87		296

						NNCHIIKI の %		70.6%		29.4%		100.0%

				2		度数		917		267		1184																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		77.4%		22.6%		100.0%

		合計				度数		1126		354		1480

						NNCHIIKI の %		76.1%		23.9%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1317 のクロス表

								Q1317				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1317		61.8%		38.2%		65.3%		34.7%

		NNCHIIKI		1		度数		183		113		296

						NNCHIIKI の %		61.8%		38.2%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		773		411		1184

						NNCHIIKI の %		65.3%		34.7%		100.0%

		合計				度数		956		524		1480

						NNCHIIKI の %		64.6%		35.4%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1318 のクロス表

								Q1318				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1318		61.8%		38.2%		65.0%		35.0%

		NNCHIIKI		1		度数		183		113		296																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		61.8%		38.2%		100.0%

				2		度数		770		414		1184

						NNCHIIKI の %		65.0%		35.0%		100.0%

		合計				度数		953		527		1480

						NNCHIIKI の %		64.4%		35.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1319 のクロス表

								Q1319				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1319		56.1%		43.9%		59.6%		40.4%						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		166		130		296

						NNCHIIKI の %		56.1%		43.9%		100.0%

				2		度数		706		478		1184

						NNCHIIKI の %		59.6%		40.4%		100.0%

		合計				度数		872		608		1480

						NNCHIIKI の %		58.9%		41.1%		100.0%









まとめ１

【汚染水問題の認知、汚染水に関する知識】
• 汚染水の処理、廃炉の問題が最大の関心事
• 汚染水の問題を福島県内では７割、県外では５割が認識。
• 福島県内と福島県外で、放射線に関連する用語、汚染水に関連
する知識に関して、大きな差がある。
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２
汚染水処理への賛否、意見
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【汚染水処理】賛成/反対

Q7.では、その放射性物質を含む「水」を地中に注入したり、海、大気中
のいずれかに放出をしたりすることについて賛成ですか、反対ですか。
【SA】

12

(ｎ)

全体（N=1500）

宮城県（N=300）

福島県（N=300）

茨城県（N=300）

東京都（N=300）

大阪府（N=300）

賛成

13.2

15.0

16.0

14.3

11.7

9.0

反対

46.5

46.3

44.3

43.7

47.0

51.0

わからない

40.3

38.7

39.7

42.0

41.3

40.0



【汚染水処理】処分方法の意見

Q8.あなたは、その放射性物質を含む「水」について、どのように処分した
らよいと思いますか。最もあてはまるものを一つだけ選んでください。 【SA】

13

(ｎ)

全体（N=1500）

宮城県（N=300）

福島県（N=300）

茨城県（N=300）

東京都（N=300）

大阪府（N=300）

海洋放出

9.7

8.3

14.7

11.7

8.3

5.3

地層注入

5.7

8.7

4.0

3.7

6.7

5.7

水蒸気放出

4.4

5.3

4.3

2.7

5.3

4.3

水素放出

2.9

2.0

3.7

3.3

3.7

地下埋設

14.7

13.7

14.7

15.0

15.0

15.3

当面、保管する

19.2

18.3

19.0

18.7

18.3

21.7

わからない

43.4

43.7

39.7

46.7

43.0

44.0



【汚染水処理】意見

Q10.汚染水問題（東京電力福島第一原子力発電所に貯蔵してある放射性物質を含む「水」
に関する問題）について、汚染水は地中や海、大気中に注入・放出することが検討されています
が、あなたはどう思いますか。※この設問は、それぞれ横方向（→）にお答えください。 【SA】
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1.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていることは問題だと思う

福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

2.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったことは問題だと思う

福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

3.漁業の再生を見はからって考えていくべきだと思う

福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

4.汚染水は、できるだけ早い時期に処分すべきだと思う

福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

5.いずれ処分しなければならないが、今は処分すべきではないと思う

福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

6.漁業の主要魚種が試験操業の対象になったこの時期に拙速に処理すべきではないと思う

福島県　　（N=300）

福島県以外（N=1200）

そう思う そう思わない

84.0%

80.8%

91.3%

87.0%

82.3%

80.5%

61.3%

60.3%

57.3%

48.7%

67.7%

63.2%

16.0%

19.2%

8.7%

13.0%

17.7%

19.5%

38.7%

39.8%

42.7%

51.3%

32.3%

36.8%


Sheet1

																														福島県　　（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.1 のクロス表																												そう思う		そう思わない										問９ トイ

								Q9.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																						1.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていることは問題だと思う

								1		2						Q9.1		63.0%		37.0%		40.6%		59.4%				福島県　　（N=300） フクシマ ケン		84.0%		16.0%		1.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていることは問題だと思う		80.8%		19.2%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		189		111		300																福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		80.8%		19.2%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		63.0%		37.0%		100.0%																																2.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったことは問題だと思う

				2		度数		487		713		1200																福島県（N=300） フクシマ ケン		91.3%		8.7%		2.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったことは問題だと思う		87.0%		13.0%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		40.6%		59.4%		100.0%																福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		87.0%		13.0%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		676		824		1500																																3.漁業の再生を見はからって考えていくべきだと思う

						NNCHIIKI の %		45.1%		54.9%		100.0%																福島県（N=300） フクシマ ケン		82.3%		17.7%		3.漁業の再生を見はからって考えていくべきだと思う		80.5%		19.5%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																												福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		80.5%		19.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.2 のクロス表																																										4.汚染水は、できるだけ早い時期に処分すべきだと思う

								Q9.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						福島県（N=300） フクシマ ケン		61.3%		38.7%		4.汚染水は、できるだけ早い時期に処分すべきだと思う		60.3%		39.8%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.2		58.0%		42.0%		31.4%		68.6%				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		60.3%		39.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		174		126		300																																5.いずれ処分しなければならないが、今は処分すべきではないと思う

						NNCHIIKI の %		58.0%		42.0%		100.0%																福島県（N=300） フクシマ ケン		57.3%		42.7%		5.いずれ処分しなければならないが、今は処分すべきではないと思う		48.7%		51.3%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		377		823		1200																福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		48.7%		51.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		31.4%		68.6%		100.0%																																6.漁業の主要魚種が試験操業の対象になったこの時期に拙速に処理すべきではないと思う

		合計				度数		551		949		1500																福島県（N=300） フクシマ ケン		67.7%		32.3%		6.漁業の主要魚種が試験操業の対象になったこの時期に拙速に処理すべきではないと思う		63.2%		36.8%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		36.7%		63.3%		100.0%																福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		63.2%		36.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																																																		そう思う オモ								そう思わない オモ

		NNCHIIKI と Q9.3 のクロス表																												問題だと思う		問題だと思わない				問題だと思う		問題だと思わない				問10 トイ

								Q9.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						1.まだ十分に議論が尽くされていないこと						1.まだ十分に議論が尽くされていないこと		88.8%		11.3%						1.まだ十分に議論が尽くされていないこと

								1		2						Q9.3		54.7%		45.3%		35.6%		64.4%						89.7%		10.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		164		136		300																		88.8%		11.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		54.7%		45.3%		100.0%																2.国民への説明が十分ではないこと						2.国民への説明が十分ではないこと		87.3%		12.8%						2.国民への説明が十分ではないこと

				2		度数		427		773		1200																		89.3%		10.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		35.6%		64.4%		100.0%																		87.3%		12.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		591		909		1500																3.健康被害があると思うこと						3.健康被害があると思うこと		89.8%		10.2%						3.健康被害があると思うこと

						NNCHIIKI の %		39.4%		60.6%		100.0%																		91.3%		8.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														89.8%		10.2%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.4 のクロス表																										4.魚介類の汚染があると思うこと						4.魚介類の汚染があると思うこと		86.9%		13.1%						4.魚介類の汚染があると思うこと

								Q9.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								84.3%		15.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.4		68.7%		31.3%		34.3%		65.7%						86.9%		13.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		206		94		300																5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと						5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと		88.1%		11.9%						5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと

						NNCHIIKI の %		68.7%		31.3%		100.0%																		86.7%		13.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		412		788		1200																		88.1%		11.9%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		34.3%		65.7%		100.0%																6.漁業者への説明が十分ではないこと						6.漁業者への説明が十分ではないこと		89.2%		10.8%						6.漁業者への説明が十分ではないこと

		合計				度数		618		882		1500																		87.7%		12.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		41.2%		58.8%		100.0%																		89.2%		10.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												7.農業への影響が大きいこと						7.農業への影響が大きいこと		89.2%		10.8%						7.農業への影響が大きいこと

		NNCHIIKI と Q9.5 のクロス表																												87.7%		12.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q9.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								89.2%		10.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q9.5		83.3%		16.7%		49.6%		50.4%				8.漁業への影響が大きいこと						8.漁業への影響が大きいこと		89.5%		10.5%						8.漁業への影響が大きいこと

		NNCHIIKI		1		度数		250		50		300																		84.0%		16.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		83.3%		16.7%		100.0%				Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%						89.5%		10.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		595		605		1200				Q15.11		81.7%		18.3%		58.5%		41.5%				9.観光業への影響が大きいこと						9.観光業への影響が大きいこと		89.9%		10.1%						9.観光業への影響が大きいこと

						NNCHIIKI の %		49.6%		50.4%		100.0%				Q15.12		75.7%		24.3%		35.7%		64.3%						86.7%		13.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		845		655		1500				Q15.13		80.7%		19.3%		61.3%		38.7%						89.9%		10.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		56.3%		43.7%		100.0%				Q15.14		84.3%		15.7%		66.3%		33.8%				10.福島県へのイメージダウンにつながること						10.福島県へのイメージダウンにつながること		84.9%		15.1%						10.福島県へのイメージダウンにつながること

																Q15.15		86.3%		13.7%		70.6%		29.4%						84.3%		15.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q9.6 のクロス表														Q15.16		71.3%		28.7%		43.7%		56.3%						84.9%		15.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q9.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																												問題だと思う								問題だと思わない

								1		2						Q9.6		78.3%		21.7%		45.6%		54.4%

		NNCHIIKI		1		度数		235		65		300

						NNCHIIKI の %		78.3%		21.7%		100.0%

				2		度数		547		653		1200																		知っている		知らない				知っている		知らない

						NNCHIIKI の %		45.6%		54.4%		100.0%																1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること						1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること		22.7%		77.3%						1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること

		合計				度数		782		718		1500																		39.0%		61.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		52.1%		47.9%		100.0%																		22.7%		77.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと						2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと		17.5%		82.5%						2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと

		NNCHIIKI と Q9.7 のクロス表																												36.7%		63.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q9.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								17.5%		82.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q9.7		69.0%		31.0%		38.4%		61.6%				3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること						3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること		16.1%		83.9%						3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること

		NNCHIIKI		1		度数		207		93		300																		29.7%		70.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		69.0%		31.0%		100.0%																		16.1%		83.9%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		461		739		1200																4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること						4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること		33.3%		66.8%						4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること

						NNCHIIKI の %		38.4%		61.6%		100.0%																		61.3%		38.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		668		832		1500																		33.3%		66.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		44.5%		55.5%		100.0%																5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと						5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと		28.2%		71.8%						5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと

																														56.7%		43.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q9.8 のクロス表																												28.2%		71.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q9.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること						6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること		29.1%		70.9%						6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること

								1		2						Q9.8		73.0%		27.0%		42.9%		57.1%						61.0%		39.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		219		81		300																		29.1%		70.9%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		73.0%		27.0%		100.0%																7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること						7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること		41.9%		58.1%						7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること

				2		度数		515		685		1200																		76.3%		23.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		42.9%		57.1%		100.0%																		41.9%		58.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		734		766		1500																8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること						8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること		33.9%		66.1%						8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること

						NNCHIIKI の %		48.9%		51.1%		100.0%																		68.3%		31.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														33.9%		66.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.9 のクロス表																										9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと						9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと		16.9%		83.1%						9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと

								Q9.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								34.3%		65.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.9		37.3%		62.7%		17.4%		82.6%						16.9%		83.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		112		188		300																																				知っている シ						知らない シ

						NNCHIIKI の %		37.3%		62.7%		100.0%

				2		度数		209		991		1200

						NNCHIIKI の %		17.4%		82.6%		100.0%																		知っている		知らない				知っている		知らない

		合計				度数		321		1179		1500																1.WBC（ホールボディカウンター）						1.WBC（ホールボディカウンター）		12.6%		87.4%						1.WBC（ホールボディカウンター）

						NNCHIIKI の %		21.4%		78.6%		100.0%																		64.3%		35.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														12.6%		87.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.10 のクロス表																										2.ND（検出限界値）						2.ND（検出限界値）		21.0%		79.0%						2.ND（検出限界値）

								Q9.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								43.0%		57.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.10		89.0%		11.0%		46.6%		53.4%						21.0%		79.0%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		267		33		300																3.ゲルマニウム測定器						3.ゲルマニウム測定器		34.5%		65.5%						3.ゲルマニウム測定器

						NNCHIIKI の %		89.0%		11.0%		100.0%																		43.3%		56.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		559		641		1200																		34.5%		65.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		46.6%		53.4%		100.0%																4.シンチレーションカウンター						4.シンチレーションカウンター		10.8%		89.3%						4.シンチレーションカウンター

		合計				度数		826		674		1500																		18.0%		82.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		55.1%		44.9%		100.0%																		10.8%		89.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												5.プルトニウム						5.プルトニウム		74.2%		25.8%						5.プルトニウム

		NNCHIIKI と Q10.1 のクロス表																												79.7%		20.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q10.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								74.2%		25.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q10.1		84.0%		16.0%		80.8%		19.2%				6.ストロンチウム						6.ストロンチウム		41.9%		58.1%						6.ストロンチウム

		NNCHIIKI		1		度数		252		48		300																		65.0%		35.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		84.0%		16.0%		100.0%																		41.9%		58.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		970		230		1200																7.SPEEDI						7.SPEEDI		20.4%		79.6%						7.SPEEDI

						NNCHIIKI の %		80.8%		19.2%		100.0%																		41.3%		58.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		1222		278		1500																		20.4%		79.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		81.5%		18.5%		100.0%																8.急性被曝						8.急性被曝		34.3%		65.8%						8.急性被曝

																														48.0%		52.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q10.2 のクロス表																												34.3%		65.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q10.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						9.慢性被曝						9.慢性被曝		36.5%		63.5%						9.慢性被曝

								1		2						Q10.2		91.3%		8.7%		87.0%		13.0%						49.7%		50.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		274		26		300																		36.5%		63.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		91.3%		8.7%		100.0%																10.内部被曝						10.内部被曝		64.5%		35.5%						10.内部被曝

				2		度数		1044		156		1200																		85.7%		14.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		87.0%		13.0%		100.0%																		64.5%		35.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		1318		182		1500																11.外部被曝						11.外部被曝		58.5%		41.5%						11.外部被曝

						NNCHIIKI の %		87.9%		12.1%		100.0%																		81.7%		18.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														58.5%		41.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q10.3 のクロス表																										12.モニタリングポスト						12.モニタリングポスト		35.7%		64.3%						12.モニタリングポスト

								Q10.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								75.7%		24.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q10.3		82.3%		17.7%		80.5%		19.5%						35.7%		64.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		247		53		300																13.Bq（ベクレル）						13.Bq（ベクレル）		61.3%		38.7%						13.Bq（ベクレル）

						NNCHIIKI の %		82.3%		17.7%		100.0%																		80.7%		19.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		966		234		1200																		61.3%		38.7%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		80.5%		19.5%		100.0%																14.Sv、mSv（シーベルト）						14.Sv、mSv（シーベルト）		66.3%		33.8%						14.Sv、mSv（シーベルト）

		合計				度数		1213		287		1500																		84.3%		15.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		80.9%		19.1%		100.0%																		66.3%		33.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												15.セシウム						15.セシウム		70.6%		29.4%						15.セシウム

		NNCHIIKI と Q10.4 のクロス表																												86.3%		13.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q10.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								70.6%		29.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q10.4		61.3%		38.7%		60.3%		39.8%				16.トリチウム						16.トリチウム		43.7%		56.3%						16.トリチウム

		NNCHIIKI		1		度数		184		116		300																		71.3%		28.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		61.3%		38.7%		100.0%																		43.7%		56.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		723		477		1200																																						知っている シ						知らない シ

						NNCHIIKI の %		60.3%		39.8%		100.0%

		合計				度数		907		593		1500

						NNCHIIKI の %		60.5%		39.5%		100.0%



		NNCHIIKI と Q10.5 のクロス表																												知っている		知っていない				知っている		知っていない

								Q10.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること						1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること		40.6%		59.4%						1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること

								1		2						Q10.5		57.3%		42.7%		48.7%		51.3%						63.0%		37.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		172		128		300																		40.6%		59.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		57.3%		42.7%		100.0%																2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること						2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること		31.4%		68.6%						2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること

				2		度数		584		616		1200																		58.0%		42.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		48.7%		51.3%		100.0%																		31.4%		68.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		756		744		1500																3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと						3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと		35.6%		64.4%						3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと

						NNCHIIKI の %		50.4%		49.6%		100.0%																		54.7%		45.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														35.6%		64.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q10.6 のクロス表																										4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること						4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること		34.3%		65.7%						4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること

								Q10.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								68.7%		31.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q10.6		67.7%		32.3%		63.2%		36.8%						34.3%		65.7%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		203		97		300																5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること						5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること		49.6%		50.4%						5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること

						NNCHIIKI の %		67.7%		32.3%		100.0%																		83.3%		16.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		758		442		1200																		49.6%		50.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		63.2%		36.8%		100.0%																6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること						6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること		45.6%		54.4%						6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること

		合計				度数		961		539		1500																		78.3%		21.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		64.1%		35.9%		100.0%																		45.6%		54.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること						7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること		38.4%		61.6%						7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること

		NNCHIIKI と Q11.1 のクロス表																												69.0%		31.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q11.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								38.4%		61.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.1		89.7%		10.3%		88.8%		11.3%				8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること						8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること		42.9%		57.1%						8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること

		NNCHIIKI		1		度数		269		31		300																		73.0%		27.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		89.7%		10.3%		100.0%																		42.9%		57.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		1065		135		1200																9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること						9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること		17.4%		82.6%						9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること

						NNCHIIKI の %		88.8%		11.3%		100.0%																		37.3%		62.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		1334		166		1500																		17.4%		82.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		88.9%		11.1%		100.0%																10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること						10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること		46.6%		53.4%						10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること

																														89.0%		11.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q11.2 のクロス表																												46.6%		53.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q11.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																												知っている シ						知らない シ

								1		2						Q11.2		91.3%		8.7%		89.8%		10.2%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		274		26		300																		回答なし カイトウ		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県（N=300） フクシマ ケン		福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		91.3%		8.7%		100.0%																甲状腺に関する健康調査		49.7%		50.3%		甲状腺に関する健康調査		50.3%		48.1%

				2		度数		1078		122		1200																被災者の生活支援		64.2%		35.8%		被災者の生活支援		35.8%		52.4%

						NNCHIIKI の %		89.8%		10.2%		100.0%																帰還		76.0%		24.0%		帰還		24.0%		22.4%

		合計				度数		1352		148		1500																汚染水（※）の処理		26.7%		73.3%		汚染水（※）の処理		73.3%		68.7%

						NNCHIIKI の %		90.1%		9.9%		100.0%																廃炉を進めること		35.8%		64.2%		廃炉を進めること		64.2%		49.0%

																												特定廃棄物		58.4%		41.6%		特定廃棄物		41.6%		33.2%

		NNCHIIKI と Q11.3 のクロス表																										除染		55.1%		44.9%		除染		44.9%		49.7%

								Q11.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						風評被害		49.3%		50.7%		風評被害		50.7%		43.2%

								1		2						Q11.3		84.3%		15.7%		86.9%		13.1%				警戒区域の縮小		83.1%		16.9%		警戒区域の縮小		16.9%		14.8%

		NNCHIIKI		1		度数		253		47		300																中間貯蔵施設の今後		51.0%		49.0%		中間貯蔵施設の今後		49.0%		30.7%

						NNCHIIKI の %		84.3%		15.7%		100.0%																農業の振興策		57.4%		42.6%		農業の振興策		42.6%		33.2%

				2		度数		1043		157		1200																漁業の振興策		55.7%		44.3%		漁業の振興策		44.3%		34.0%

						NNCHIIKI の %		86.9%		13.1%		100.0%																観光の振興策		60.5%		39.5%		観光の振興策		39.5%		27.1%

		合計				度数		1296		204		1500																産業の振興策		65.5%		34.5%		産業の振興策		34.5%		26.4%

						NNCHIIKI の %		86.4%		13.6%		100.0%																賠償の継続		76.4%		23.6%		賠償の継続		23.6%		25.1%

																												2021年以降の復興財源		70.6%		29.4%		2021年以降の復興財源		29.4%		22.6%

		NNCHIIKI と Q11.4 のクロス表																										新たな震災による津波のリスク		61.8%		38.2%		新たな震災による津波のリスク		38.2%		34.7%

								Q11.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						再臨界による新たな事故		61.8%		38.2%		再臨界による新たな事故		38.2%		35.0%

								1		2						Q11.4		86.7%		13.3%		88.1%		11.9%				冷却が不能になるような新たな事故		56.1%		43.9%		冷却が不能になるような新たな事故		43.9%		40.4%

		NNCHIIKI		1		度数		260		40		300

						NNCHIIKI の %		86.7%		13.3%		100.0%

				2		度数		1057		143		1200

						NNCHIIKI の %		88.1%		11.9%		100.0%

		合計				度数		1317		183		1500

						NNCHIIKI の %		87.8%		12.2%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q11.5 のクロス表

								Q11.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.5		87.7%		12.3%		89.2%		10.8%

		NNCHIIKI		1		度数		263		37		300

						NNCHIIKI の %		87.7%		12.3%		100.0%

				2		度数		1070		130		1200

						NNCHIIKI の %		89.2%		10.8%		100.0%

		合計				度数		1333		167		1500

						NNCHIIKI の %		88.9%		11.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q11.6 のクロス表

								Q11.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.6		87.7%		12.3%		89.2%		10.8%

		NNCHIIKI		1		度数		263		37		300

						NNCHIIKI の %		87.7%		12.3%		100.0%

				2		度数		1070		130		1200

						NNCHIIKI の %		89.2%		10.8%		100.0%

		合計				度数		1333		167		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		88.9%		11.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.7 のクロス表

								Q11.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.7		84.0%		16.0%		89.5%		10.5%

		NNCHIIKI		1		度数		252		48		300

						NNCHIIKI の %		84.0%		16.0%		100.0%

				2		度数		1074		126		1200

						NNCHIIKI の %		89.5%		10.5%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		1326		174		1500

						NNCHIIKI の %		88.4%		11.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.8 のクロス表

								Q11.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.8		86.7%		13.3%		89.9%		10.1%

		NNCHIIKI		1		度数		260		40		300

						NNCHIIKI の %		86.7%		13.3%		100.0%

				2		度数		1079		121		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		89.9%		10.1%		100.0%

		合計				度数		1339		161		1500

						NNCHIIKI の %		89.3%		10.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.9 のクロス表

								Q11.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.9		84.3%		15.7%		84.9%		15.1%

		NNCHIIKI		1		度数		253		47		300

						NNCHIIKI の %		84.3%		15.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		1019		181		1200

						NNCHIIKI の %		84.9%		15.1%		100.0%

		合計				度数		1272		228		1500

						NNCHIIKI の %		84.8%		15.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.10 のクロス表

								Q11.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.10		89.3%		10.7%		87.3%		12.8%

		NNCHIIKI		1		度数		268		32		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		89.3%		10.7%		100.0%

				2		度数		1047		153		1200

						NNCHIIKI の %		87.3%		12.8%		100.0%

		合計				度数		1315		185		1500

						NNCHIIKI の %		87.7%		12.3%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.1 のクロス表

								Q14.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.1		39.0%		61.0%		22.7%		77.3%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		117		183		300

						NNCHIIKI の %		39.0%		61.0%		100.0%

				2		度数		272		928		1200

						NNCHIIKI の %		22.7%		77.3%		100.0%

		合計				度数		389		1111		1500

						NNCHIIKI の %		25.9%		74.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.2 のクロス表

								Q14.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.2		36.7%		63.3%		17.5%		82.5%

		NNCHIIKI		1		度数		110		190		300

						NNCHIIKI の %		36.7%		63.3%		100.0%

				2		度数		210		990		1200

						NNCHIIKI の %		17.5%		82.5%		100.0%

		合計				度数		320		1180		1500

						NNCHIIKI の %		21.3%		78.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.3 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q14.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.3		29.7%		70.3%		16.1%		83.9%

		NNCHIIKI		1		度数		89		211		300

						NNCHIIKI の %		29.7%		70.3%		100.0%

				2		度数		193		1007		1200

						NNCHIIKI の %		16.1%		83.9%		100.0%

		合計				度数		282		1218		1500

						NNCHIIKI の %		18.8%		81.2%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q14.4 のクロス表

								Q14.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.4		61.3%		38.7%		33.3%		66.8%

		NNCHIIKI		1		度数		184		116		300

						NNCHIIKI の %		61.3%		38.7%		100.0%

				2		度数		399		801		1200

						NNCHIIKI の %		33.3%		66.8%		100.0%

		合計				度数		583		917		1500

						NNCHIIKI の %		38.9%		61.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q14.5 のクロス表

								Q14.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.5		56.7%		43.3%		28.2%		71.8%

		NNCHIIKI		1		度数		170		130		300

						NNCHIIKI の %		56.7%		43.3%		100.0%

				2		度数		338		862		1200

						NNCHIIKI の %		28.2%		71.8%		100.0%

		合計				度数		508		992		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		33.9%		66.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.6 のクロス表

								Q14.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.6		61.0%		39.0%		29.1%		70.9%

		NNCHIIKI		1		度数		183		117		300

						NNCHIIKI の %		61.0%		39.0%		100.0%

				2		度数		349		851		1200

						NNCHIIKI の %		29.1%		70.9%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		532		968		1500

						NNCHIIKI の %		35.5%		64.5%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.7 のクロス表

								Q14.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.7		76.3%		23.7%		41.9%		58.1%

		NNCHIIKI		1		度数		229		71		300

						NNCHIIKI の %		76.3%		23.7%		100.0%

				2		度数		503		697		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		41.9%		58.1%		100.0%

		合計				度数		732		768		1500

						NNCHIIKI の %		48.8%		51.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.8 のクロス表

								Q14.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.8		68.3%		31.7%		33.9%		66.1%

		NNCHIIKI		1		度数		205		95		300

						NNCHIIKI の %		68.3%		31.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		407		793		1200

						NNCHIIKI の %		33.9%		66.1%		100.0%

		合計				度数		612		888		1500

						NNCHIIKI の %		40.8%		59.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.9 のクロス表

								Q14.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.9		34.3%		65.7%		16.9%		83.1%

		NNCHIIKI		1		度数		103		197		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		34.3%		65.7%		100.0%

				2		度数		203		997		1200

						NNCHIIKI の %		16.9%		83.1%		100.0%

		合計				度数		306		1194		1500

						NNCHIIKI の %		20.4%		79.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.1 のクロス表

								Q15.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.1		64.3%		35.7%		12.6%		87.4%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		193		107		300

						NNCHIIKI の %		64.3%		35.7%		100.0%

				2		度数		151		1049		1200

						NNCHIIKI の %		12.6%		87.4%		100.0%

		合計				度数		344		1156		1500

						NNCHIIKI の %		22.9%		77.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.2 のクロス表

								Q15.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.2		43.0%		57.0%		21.0%		79.0%

		NNCHIIKI		1		度数		129		171		300

						NNCHIIKI の %		43.0%		57.0%		100.0%

				2		度数		252		948		1200

						NNCHIIKI の %		21.0%		79.0%		100.0%

		合計				度数		381		1119		1500

						NNCHIIKI の %		25.4%		74.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.3 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q15.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.3		43.3%		56.7%		34.5%		65.5%

		NNCHIIKI		1		度数		130		170		300

						NNCHIIKI の %		43.3%		56.7%		100.0%

				2		度数		414		786		1200

						NNCHIIKI の %		34.5%		65.5%		100.0%

		合計				度数		544		956		1500

						NNCHIIKI の %		36.3%		63.7%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q15.4 のクロス表

								Q15.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.4		18.0%		82.0%		10.8%		89.3%

		NNCHIIKI		1		度数		54		246		300

						NNCHIIKI の %		18.0%		82.0%		100.0%

				2		度数		129		1071		1200

						NNCHIIKI の %		10.8%		89.3%		100.0%

		合計				度数		183		1317		1500

						NNCHIIKI の %		12.2%		87.8%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q15.5 のクロス表

								Q15.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.5		79.7%		20.3%		74.2%		25.8%

		NNCHIIKI		1		度数		239		61		300

						NNCHIIKI の %		79.7%		20.3%		100.0%

				2		度数		890		310		1200

						NNCHIIKI の %		74.2%		25.8%		100.0%

		合計				度数		1129		371		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		75.3%		24.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.6 のクロス表

								Q15.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.6		65.0%		35.0%		41.9%		58.1%

		NNCHIIKI		1		度数		195		105		300

						NNCHIIKI の %		65.0%		35.0%		100.0%

				2		度数		503		697		1200

						NNCHIIKI の %		41.9%		58.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		698		802		1500

						NNCHIIKI の %		46.5%		53.5%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.7 のクロス表

								Q15.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.7		41.3%		58.7%		20.4%		79.6%

		NNCHIIKI		1		度数		124		176		300

						NNCHIIKI の %		41.3%		58.7%		100.0%

				2		度数		245		955		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		20.4%		79.6%		100.0%

		合計				度数		369		1131		1500

						NNCHIIKI の %		24.6%		75.4%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.8 のクロス表

								Q15.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.8		48.0%		52.0%		34.3%		65.8%

		NNCHIIKI		1		度数		144		156		300

						NNCHIIKI の %		48.0%		52.0%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		411		789		1200

						NNCHIIKI の %		34.3%		65.8%		100.0%

		合計				度数		555		945		1500

						NNCHIIKI の %		37.0%		63.0%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.9 のクロス表

								Q15.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.9		49.7%		50.3%		36.5%		63.5%

		NNCHIIKI		1		度数		149		151		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		49.7%		50.3%		100.0%

				2		度数		438		762		1200

						NNCHIIKI の %		36.5%		63.5%		100.0%

		合計				度数		587		913		1500

						NNCHIIKI の %		39.1%		60.9%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.10 のクロス表

								Q15.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		257		43		300

						NNCHIIKI の %		85.7%		14.3%		100.0%

				2		度数		774		426		1200

						NNCHIIKI の %		64.5%		35.5%		100.0%

		合計				度数		1031		469		1500

						NNCHIIKI の %		68.7%		31.3%		100.0%



																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



そう思う	

福島県　　（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	0.84	0.80833333333333324	0.91333333333333333	0.87	0.82333333333333347	0.80500000000000005	0.61333333333333329	0.60250000000000004	0.57333333333333336	0.48666666666666669	0.67666666666666653	0.63166666666666671	そう思わない	

福島県　　（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	0.16	0.19166666666666668	8.6666666666666684E-2	0.13	0.17666666666666667	0.19500000000000001	0.38666666666666666	0.39750000000000002	0.42666666666666669	0.51333333333333331	0.32333333333333331	0.36833333333333335	

そう思う	

1.まだ十分に議論が尽くされていないこと	2.国民への説明が十分ではないこと	3.健康被害があると思うこと	4.魚介類の汚染があると思うこと	5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと	6.漁業者への説明が十分ではないこと	7.農業への影響が大きいこと	8.漁業への影響が大きいこと	9.観光業への影響が大きいこと	10.福島県へのイメージダウンにつながること	0.89666666666666661	0.88749999999999996	0.89333333333333331	0.87250000000000005	0.91333333333333333	0.89833333333333332	0.84333333333333338	0.86916666666666653	0.8666666666666667	0.88083333333333347	0.87666666666666671	0.89166666666666672	0.87666666666666671	0.89166666666666672	0.84	0.89500000000000002	0.8666666666666667	0.89916666666666667	0.84333333333333338	0.84916666666666663	そう思わない	

1.まだ十分に議論が尽くされていないこと	2.国民への説明が十分ではないこと	3.健康被害があると思うこと	4.魚介類の汚染があると思うこと	5.福島県沿岸部を中心とした地元の	住民への説明が十分ではないこと	6.漁業者への説明が十分ではないこと	7.農業への影響が大きいこと	8.漁業への影響が大きいこと	9.観光業への影響が大きいこと	10.福島県へのイメージダウンにつながること	0.10333333333333333	0.1125	0.10666666666666667	0.1275	8.6666666666666684E-2	0.10166666666666666	0.15666666666666668	0.13083333333333333	0.13333333333333333	0.11916666666666668	0.12333333333333334	0.10833333333333334	0.12333333333333334	0.10833333333333334	0.16	0.105	0.13333333333333333	0.10083333333333332	0.15666666666666668	0.15083333333333335	

そう思う	

1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること	2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと	3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること	4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること	5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと	6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること	7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること	8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること	9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと	0.39	0.22666666666666666	0.36666666666666664	0.17499999999999999	0.29666666666666669	0.16083333333333333	0.61333333333333329	0.33250000000000002	0.56666666666666665	0.28166666666666668	0.61	0.29083333333333333	0.76333333333333331	0.41916666666666669	0.68333333333333324	0.33916666666666662	0.34333333333333338	0.16916666666666663	そう思わない	

1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されて	いること	2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと	3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること	4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること	5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと	6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること	7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること	8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること	9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと	0.61	0.77333333333333332	0.6333333333333333	0.82499999999999996	0.70333333333333348	0.83916666666666662	0.38666666666666666	0.66749999999999998	0.43333333333333335	0.71833333333333338	0.39	0.70916666666666661	0.23666666666666669	0.58083333333333331	0.31666666666666665	0.66083333333333338	0.65666666666666662	0.83083333333333331	

そう思う	

1.WBC（ホールボディカウンター）	2.ND（検出限界値）	3.ゲルマニウム測定器	4.シンチレーションカウンター	5.プルトニウム	6.ストロンチウム	7.SPEEDI	8.急性被曝	9.慢性被曝	10.内部被曝	11.外部被曝	12.モニタリングポスト	13.Bq（ベクレル）	14.Sv、mSv（シーベルト）	15.セシウム	16.トリチウム	0.64333333333333331	0.12583333333333332	0.43	0.21	0.43333333333333335	0.34499999999999997	0.18	0.1075	0.79666666666666652	0.7416666666666667	0.65	0.41916666666666669	0.41333333333333333	0.20416666666666669	0.48	0.34250000000000003	0.49666666666666665	0.36499999999999999	0.856	66666666666669	0.64500000000000002	0.81666666666666676	0.58499999999999996	0.75666666666666671	0.35666666666666669	0.80666666666666653	0.61333333333333329	0.84333333333333338	0.66249999999999998	0.86333333333333329	0.70583333333333331	0.71333333333333337	0.43666666666666665	そう思わない	

1.WBC（ホールボディカウンター）	2.ND（検出限界値）	3.ゲルマニウム測定器	4.シンチレーションカウンター	5.プルトニウム	6.ストロンチウム	7.SPEEDI	8.急性被曝	9.慢性被曝	10.内部被曝	11.外部被曝	12.モニタリングポスト	13.Bq（ベクレル）	14.Sv、mSv（シーベルト）	15.セシウム	16.トリチウム	0.35666666666666669	0.87416666666666676	0.56999999999999995	0.79	0.56666666666666665	0.65500000000000003	0.82	0.89249999999999996	0.20333333333333331	0.25833333333333336	0.35	0.58083333333333331	0.58666666666666667	0.79583333333333328	0.52	0.65749999999999997	0.5033333333333333	0.63500000000000001	0.14333333333333334	0.35499999999999998	0.18333333333333332	0.41499999999999998	0.24333333333333335	0.64333333333333331	0.19333333333333333	0.38666666666666666	0.15666666666666668	0.33750000000000002	0.13666666666666666	0.29416666666666669	0.28666666666666668	0.56333333333333335	

そう思う	

1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること	2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること	3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと	4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること	5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること	6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること	7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること	8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること	9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること	10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること	0.63	0.40583333333333338	0.57999999999999996	0.31416666666666665	0.54666666666666663	0.35583333333333333	0.68666666666666676	0.34333333333333338	0.83333333333333348	0.49583333333333335	0.78333333333333333	0.45583333333333331	0.69	0.38416666666666666	0.73	0.42916666666666664	0.37333333333333335	0.17416666666666669	0.89	0.46583333333333327	そう思わない	

1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること	2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること	3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと	4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること	5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること	6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること	7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること	8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること	9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること	10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること	0.37	0.59416666666666662	0.42	0.68583333333333329	0.45333333333333331	0.64416666666666667	0.31333333333333335	0.65666666666666662	0.16666666666666663	0.50416666666666665	0.21666666666666667	0.54416666666666669	0.31	0.61583333333333334	0.27	0.5708333333333333	0.62666666666666671	0.82583333333333331	0.11	0.53416666666666668	

福島県（N=300）	

甲状腺に関する健康調査	被災者の生活支援	帰還	汚染水（※）の処理	廃炉を進めること	特定廃棄物	除染	風評被害	警戒区域の縮小	中間貯蔵施設の今後	農業の振興策	漁業の振興策	観光の振興策	産業の振興策	賠償の継続	2021年以降の復興財源	新たな震災による津波のリスク	再臨界による新たな事故	冷却が不能になるような新たな事故	0.5033783783783784	0.35810810810810811	0.23986486486486483	0.73310810810810811	0.64189189189189189	0.41554054054054052	0.44932432432432434	0.5067567567567568	0.16891891891891891	0.48986486486486486	0.42567567567567566	0.4425675675675676	0.39527027027027034	0.34459459459459457	0.23648648648648649	0.29391891891891891	0.3817567567567568	0.3817567567567568	0.4391891891891892	福島県以外（N=1200）	

甲状腺に関する健康調査	被災者の生活支援	帰還	汚染水（※）の処理	廃炉を進めること	特定廃棄物	除染	風評被害	警戒区域の縮小	中間貯蔵施設の今後	農業の振興策	漁業の振興策	観光の振興策	産業の振興策	賠償の継続	2021年以降の復興財源	新たな震災による津波のリスク	再臨界による新たな事故	冷却が不能になるような新たな事故	0.48141891891891897	0.52364864864864868	0.22381756756756757	0.68665540540540537	0.48986486486486486	0.33192567567567566	0.4966216216216216	0.43158783783783783	0.14780405405405406	0.30658783783783783	0.33192567567567566	0.33952702702702703	0.27111486486486486	0.26351351351351349	0.25084459459459457	0.22550675675675674	0.3471283783783784	0.34966216216216217	0.40371621621621623	









Sheet2

																												Q131		0.4966216216		0.5033783784		0.5185810811		0.4814189189																														Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%

		NNCHIIKI と Q131 のクロス表																										Q132		0.6418918919		0.3581081081		0.4763513514		0.5236486486																														Q15.11		81.7%		18.3%		58.5%		41.5%

								Q131				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						Q133		0.7601351351		0.2398648649		0.7761824324		0.2238175676				NNCHIIKI と Q15.10 のクロス表																										Q15.12		75.7%		24.3%		35.7%		64.3%

								0		1						Q131		49.7%		50.3%		51.9%		48.1%				Q134		0.2668918919		0.7331081081		0.3133445946		0.6866554054										Q15.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						Q15.13		80.7%		19.3%		61.3%		38.7%

		NNCHIIKI		1		度数		147		149		296																Q135		0.3581081081		0.6418918919		0.5101351351		0.4898648649										1		2						Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%				Q15.14		84.3%		15.7%		66.3%		33.8%

						NNCHIIKI の %		49.7%		50.3%		100.0%																Q136		0.5844594595		0.4155405405		0.6680743243		0.3319256757				NNCHIIKI		1		度数		257		43		300																Q15.15		86.3%		13.7%		70.6%		29.4%

				2		度数		614		570		1184																Q137		0.5506756757		0.4493243243		0.5033783784		0.4966216216								NNCHIIKI の %		85.7%		14.3%		100.0%																Q15.16		71.3%		28.7%		43.7%		56.3%

						NNCHIIKI の %		51.9%		48.1%		100.0%																Q138		0.4932432432		0.5067567568		0.5684121622		0.4315878378						2		度数		774		426		1200

		合計				度数		761		719		1480																Q139		0.8310810811		0.1689189189		0.8521959459		0.1478040541								NNCHIIKI の %		64.5%		35.5%		100.0%

						NNCHIIKI の %		51.4%		48.6%		100.0%																Q1310		0.5101351351		0.4898648649		0.6934121622		0.3065878378				合計				度数		1031		469		1500

																												Q1311		0.5743243243		0.4256756757		0.6680743243		0.3319256757								NNCHIIKI の %		68.7%		31.3%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q132 のクロス表																										Q1312		0.5574324324		0.4425675676		0.660472973		0.339527027

								Q132				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						Q1313		0.6047297297		0.3952702703		0.7288851351		0.2711148649				NNCHIIKI と Q15.11 のクロス表

								0		1						Q132		64.2%		35.8%		47.6%		52.4%				Q1314		0.6554054054		0.3445945946		0.7364864865		0.2635135135										Q15.11				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		190		106		296																Q1315		0.7635135135		0.2364864865		0.7491554054		0.2508445946										1		2						Q15.11		81.7%		18.3%		58.5%		41.5%

						NNCHIIKI の %		64.2%		35.8%		100.0%																Q1316		0.7060810811		0.2939189189		0.7744932432		0.2255067568				NNCHIIKI		1		度数		245		55		300

				2		度数		564		620		1184																Q1317		0.6182432432		0.3817567568		0.6528716216		0.3471283784								NNCHIIKI の %		81.7%		18.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		47.6%		52.4%		100.0%																Q1318		0.6182432432		0.3817567568		0.6503378378		0.3496621622						2		度数		702		498		1200

		合計				度数		754		726		1480																Q1319		0.5608108108		0.4391891892		0.5962837838		0.4037162162								NNCHIIKI の %		58.5%		41.5%		100.0%

						NNCHIIKI の %		50.9%		49.1%		100.0%																												合計				度数		947		553		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																																												NNCHIIKI の %		63.1%		36.9%		100.0%

		NNCHIIKI と Q133 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q133				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.12 のクロス表

								0		1						Q133		76.0%		24.0%		77.6%		22.4%																						Q15.12				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		225		71		296																																		1		2						Q15.12		75.7%		24.3%		35.7%		64.3%

						NNCHIIKI の %		76.0%		24.0%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		227		73		300

				2		度数		919		265		1184																																NNCHIIKI の %		75.7%		24.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		77.6%		22.4%		100.0%																														2		度数		428		772		1200

		合計				度数		1144		336		1480																																NNCHIIKI の %		35.7%		64.3%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		77.3%		22.7%		100.0%																												合計				度数		655		845		1500

																														福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ										NNCHIIKI の %		43.7%		56.3%		100.0%

		NNCHIIKI と Q134 のクロス表

								Q134				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.13 のクロス表

								0		1						Q134		26.7%		73.3%		31.3%		68.7%																						Q15.13				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		79		217		296																																		1		2						Q15.13		80.7%		19.3%		61.3%		38.7%

						NNCHIIKI の %		26.7%		73.3%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		242		58		300

				2		度数		371		813		1184																																NNCHIIKI の %		80.7%		19.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		31.3%		68.7%		100.0%																														2		度数		736		464		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		450		1030		1480																																NNCHIIKI の %		61.3%		38.7%		100.0%

						NNCHIIKI の %		30.4%		69.6%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						合計				度数		978		522		1500

																																												NNCHIIKI の %		65.2%		34.8%		100.0%

		NNCHIIKI と Q135 のクロス表

								Q135				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.14 のクロス表

								0		1						Q135		35.8%		64.2%		51.0%		49.0%																						Q15.14				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		106		190		296																																		1		2						Q15.14		84.3%		15.7%		66.3%		33.8%

						NNCHIIKI の %		35.8%		64.2%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		253		47		300

				2		度数		604		580		1184																																NNCHIIKI の %		84.3%		15.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		51.0%		49.0%		100.0%																														2		度数		795		405		1200

		合計				度数		710		770		1480																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ										NNCHIIKI の %		66.3%		33.8%		100.0%

						NNCHIIKI の %		48.0%		52.0%		100.0%																												合計				度数		1048		452		1500

																																												NNCHIIKI の %		69.9%		30.1%		100.0%

		NNCHIIKI と Q136 のクロス表

								Q136				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.15 のクロス表

								0		1						Q136		58.4%		41.6%		66.8%		33.2%																						Q15.15				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		173		123		296																																		1		2						Q15.15		86.3%		13.7%		70.6%		29.4%

						NNCHIIKI の %		58.4%		41.6%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		259		41		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		791		393		1184																																NNCHIIKI の %		86.3%		13.7%		100.0%

						NNCHIIKI の %		66.8%		33.2%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								2		度数		847		353		1200

		合計				度数		964		516		1480																																NNCHIIKI の %		70.6%		29.4%		100.0%

						NNCHIIKI の %		65.1%		34.9%		100.0%																												合計				度数		1106		394		1500

																																												NNCHIIKI の %		73.7%		26.3%		100.0%

		NNCHIIKI と Q137 のクロス表

								Q137				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.16 のクロス表

								0		1						Q137		55.1%		44.9%		50.3%		49.7%																						Q15.16				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		163		133		296																																		1		2						Q15.16		71.3%		28.7%		43.7%		56.3%						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		55.1%		44.9%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		214		86		300

				2		度数		596		588		1184																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ										NNCHIIKI の %		71.3%		28.7%		100.0%

						NNCHIIKI の %		50.3%		49.7%		100.0%																														2		度数		524		676		1200

		合計				度数		759		721		1480																																NNCHIIKI の %		43.7%		56.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		51.3%		48.7%		100.0%																												合計				度数		738		762		1500

																																												NNCHIIKI の %		49.2%		50.8%		100.0%

		NNCHIIKI と Q138 のクロス表

								Q138				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q138		49.3%		50.7%		56.8%		43.2%

		NNCHIIKI		1		度数		146		150		296

						NNCHIIKI の %		49.3%		50.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		673		511		1184

						NNCHIIKI の %		56.8%		43.2%		100.0%

		合計				度数		819		661		1480

						NNCHIIKI の %		55.3%		44.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q139 のクロス表

								Q139				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q139		83.1%		16.9%		85.2%		14.8%

		NNCHIIKI		1		度数		246		50		296																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		83.1%		16.9%		100.0%

				2		度数		1009		175		1184

						NNCHIIKI の %		85.2%		14.8%		100.0%

		合計				度数		1255		225		1480

						NNCHIIKI の %		84.8%		15.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1310 のクロス表

								Q1310				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1310		51.0%		49.0%		69.3%		30.7%						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		151		145		296

						NNCHIIKI の %		51.0%		49.0%		100.0%

				2		度数		821		363		1184

						NNCHIIKI の %		69.3%		30.7%		100.0%

		合計				度数		972		508		1480

						NNCHIIKI の %		65.7%		34.3%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1311 のクロス表

								Q1311				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1311		57.4%		42.6%		66.8%		33.2%

		NNCHIIKI		1		度数		170		126		296

						NNCHIIKI の %		57.4%		42.6%		100.0%

				2		度数		791		393		1184

						NNCHIIKI の %		66.8%		33.2%		100.0%

		合計				度数		961		519		1480

						NNCHIIKI の %		64.9%		35.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1312 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q1312				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1312		55.7%		44.3%		66.0%		34.0%

		NNCHIIKI		1		度数		165		131		296

						NNCHIIKI の %		55.7%		44.3%		100.0%

				2		度数		782		402		1184

						NNCHIIKI の %		66.0%		34.0%		100.0%

		合計				度数		947		533		1480

						NNCHIIKI の %		64.0%		36.0%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q1313 のクロス表

								Q1313				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1313		60.5%		39.5%		72.9%		27.1%

		NNCHIIKI		1		度数		179		117		296

						NNCHIIKI の %		60.5%		39.5%		100.0%

				2		度数		863		321		1184

						NNCHIIKI の %		72.9%		27.1%		100.0%

		合計				度数		1042		438		1480

						NNCHIIKI の %		70.4%		29.6%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q1314 のクロス表

								Q1314				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1314		65.5%		34.5%		73.6%		26.4%

		NNCHIIKI		1		度数		194		102		296

						NNCHIIKI の %		65.5%		34.5%		100.0%

				2		度数		872		312		1184

						NNCHIIKI の %		73.6%		26.4%		100.0%

		合計				度数		1066		414		1480																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		72.0%		28.0%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1315 のクロス表

								Q1315				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1315		76.4%		23.6%		74.9%		25.1%

		NNCHIIKI		1		度数		226		70		296

						NNCHIIKI の %		76.4%		23.6%		100.0%

				2		度数		887		297		1184

						NNCHIIKI の %		74.9%		25.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		1113		367		1480

						NNCHIIKI の %		75.2%		24.8%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1316 のクロス表

								Q1316				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1316		70.6%		29.4%		77.4%		22.6%

		NNCHIIKI		1		度数		209		87		296

						NNCHIIKI の %		70.6%		29.4%		100.0%

				2		度数		917		267		1184																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		77.4%		22.6%		100.0%

		合計				度数		1126		354		1480

						NNCHIIKI の %		76.1%		23.9%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1317 のクロス表

								Q1317				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1317		61.8%		38.2%		65.3%		34.7%

		NNCHIIKI		1		度数		183		113		296

						NNCHIIKI の %		61.8%		38.2%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		773		411		1184

						NNCHIIKI の %		65.3%		34.7%		100.0%

		合計				度数		956		524		1480

						NNCHIIKI の %		64.6%		35.4%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1318 のクロス表

								Q1318				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1318		61.8%		38.2%		65.0%		35.0%

		NNCHIIKI		1		度数		183		113		296																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		61.8%		38.2%		100.0%

				2		度数		770		414		1184

						NNCHIIKI の %		65.0%		35.0%		100.0%

		合計				度数		953		527		1480

						NNCHIIKI の %		64.4%		35.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1319 のクロス表

								Q1319				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1319		56.1%		43.9%		59.6%		40.4%						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		166		130		296

						NNCHIIKI の %		56.1%		43.9%		100.0%

				2		度数		706		478		1184

						NNCHIIKI の %		59.6%		40.4%		100.0%

		合計				度数		872		608		1480

						NNCHIIKI の %		58.9%		41.1%		100.0%









【汚染水処理】課題

Q11.現在の汚染水問題（東京電力福島第一原子力発電所に貯蔵してある放射性
物質を含む「水」に関する問題）について、下記のことは問題だと思いますか。
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1.まだ十分に議論が尽くされていないこと
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

2.国民への説明が十分ではないこと
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

3.健康被害があると思うこと
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

4.魚介類の汚染があると思うこと
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

6.漁業者への説明が十分ではないこと
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

7.農業への影響が大きいこと
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

8.漁業への影響が大きいこと
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

9.観光業への影響が大きいこと
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

10.福島県へのイメージダウンにつながること
福島県　　（N=300）
福島県以外（N=1200）

問題だと思う 問題だと思わない

89.7%

88.8%

89.3%

87.3%

91.3%

89.8%

84.3%

86.9%

86.7%

88.1%

87.7%

89.2%

87.7%

89.2%

84.0%

89.5%

86.7%

89.9%

84.3%

84.9%

10.3%

11.3%

10.7%

12.8%

8.7%

10.2%

15.7%

13.1%

13.3%

11.9%

12.3%

10.8%

12.3%

10.8%

16.0%

10.5%

13.3%

10.1%

15.7%

15.1%


Sheet1

																														福島県　　（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.1 のクロス表																												そう思う		そう思わない										問９ トイ

								Q9.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																						1.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていることは問題だと思う

								1		2						Q9.1		63.0%		37.0%		40.6%		59.4%				福島県　　（N=300） フクシマ ケン		84.0%		16.0%		1.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていることは問題だと思う		80.8%		19.2%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		189		111		300																福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		80.8%		19.2%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		63.0%		37.0%		100.0%																																2.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったことは問題だと思う

				2		度数		487		713		1200																福島県（N=300） フクシマ ケン		91.3%		8.7%		2.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったことは問題だと思う		87.0%		13.0%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		40.6%		59.4%		100.0%																福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		87.0%		13.0%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		676		824		1500																																3.漁業の再生を見はからって考えていくべきだと思う

						NNCHIIKI の %		45.1%		54.9%		100.0%																福島県（N=300） フクシマ ケン		82.3%		17.7%		3.漁業の再生を見はからって考えていくべきだと思う		80.5%		19.5%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																												福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		80.5%		19.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.2 のクロス表																																										4.汚染水は、できるだけ早い時期に処分すべきだと思う

								Q9.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						福島県（N=300） フクシマ ケン		61.3%		38.7%		4.汚染水は、できるだけ早い時期に処分すべきだと思う		60.3%		39.8%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.2		58.0%		42.0%		31.4%		68.6%				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		60.3%		39.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		174		126		300																																5.いずれ処分しなければならないが、今は処分すべきではないと思う

						NNCHIIKI の %		58.0%		42.0%		100.0%																福島県（N=300） フクシマ ケン		57.3%		42.7%		5.いずれ処分しなければならないが、今は処分すべきではないと思う		48.7%		51.3%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		377		823		1200																福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		48.7%		51.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		31.4%		68.6%		100.0%																																6.漁業の主要魚種が試験操業の対象になったこの時期に拙速に処理すべきではないと思う

		合計				度数		551		949		1500																福島県（N=300） フクシマ ケン		67.7%		32.3%		6.漁業の主要魚種が試験操業の対象になったこの時期に拙速に処理すべきではないと思う		63.2%		36.8%								福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		36.7%		63.3%		100.0%																福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ		63.2%		36.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																																																		そう思う オモ								そう思わない オモ

		NNCHIIKI と Q9.3 のクロス表																												問題だと思う		問題だと思わない				問題だと思う		問題だと思わない				問10 トイ

								Q9.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						1.まだ十分に議論が尽くされていないこと						1.まだ十分に議論が尽くされていないこと		88.8%		11.3%						1.まだ十分に議論が尽くされていないこと

								1		2						Q9.3		54.7%		45.3%		35.6%		64.4%						89.7%		10.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		164		136		300																		88.8%		11.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		54.7%		45.3%		100.0%																2.国民への説明が十分ではないこと						2.国民への説明が十分ではないこと		87.3%		12.8%						2.国民への説明が十分ではないこと

				2		度数		427		773		1200																		89.3%		10.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		35.6%		64.4%		100.0%																		87.3%		12.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		591		909		1500																3.健康被害があると思うこと						3.健康被害があると思うこと		89.8%		10.2%						3.健康被害があると思うこと

						NNCHIIKI の %		39.4%		60.6%		100.0%																		91.3%		8.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														89.8%		10.2%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.4 のクロス表																										4.魚介類の汚染があると思うこと						4.魚介類の汚染があると思うこと		86.9%		13.1%						4.魚介類の汚染があると思うこと

								Q9.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								84.3%		15.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.4		68.7%		31.3%		34.3%		65.7%						86.9%		13.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		206		94		300																5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと						5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと		88.1%		11.9%						5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと

						NNCHIIKI の %		68.7%		31.3%		100.0%																		86.7%		13.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		412		788		1200																		88.1%		11.9%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		34.3%		65.7%		100.0%																6.漁業者への説明が十分ではないこと						6.漁業者への説明が十分ではないこと		89.2%		10.8%						6.漁業者への説明が十分ではないこと

		合計				度数		618		882		1500																		87.7%		12.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		41.2%		58.8%		100.0%																		89.2%		10.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												7.農業への影響が大きいこと						7.農業への影響が大きいこと		89.2%		10.8%						7.農業への影響が大きいこと

		NNCHIIKI と Q9.5 のクロス表																												87.7%		12.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q9.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								89.2%		10.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q9.5		83.3%		16.7%		49.6%		50.4%				8.漁業への影響が大きいこと						8.漁業への影響が大きいこと		89.5%		10.5%						8.漁業への影響が大きいこと

		NNCHIIKI		1		度数		250		50		300																		84.0%		16.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		83.3%		16.7%		100.0%				Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%						89.5%		10.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		595		605		1200				Q15.11		81.7%		18.3%		58.5%		41.5%				9.観光業への影響が大きいこと						9.観光業への影響が大きいこと		89.9%		10.1%						9.観光業への影響が大きいこと

						NNCHIIKI の %		49.6%		50.4%		100.0%				Q15.12		75.7%		24.3%		35.7%		64.3%						86.7%		13.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		845		655		1500				Q15.13		80.7%		19.3%		61.3%		38.7%						89.9%		10.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		56.3%		43.7%		100.0%				Q15.14		84.3%		15.7%		66.3%		33.8%				10.福島県へのイメージダウンにつながること						10.福島県へのイメージダウンにつながること		84.9%		15.1%						10.福島県へのイメージダウンにつながること

																Q15.15		86.3%		13.7%		70.6%		29.4%						84.3%		15.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q9.6 のクロス表														Q15.16		71.3%		28.7%		43.7%		56.3%						84.9%		15.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q9.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																												問題だと思う								問題だと思わない

								1		2						Q9.6		78.3%		21.7%		45.6%		54.4%

		NNCHIIKI		1		度数		235		65		300

						NNCHIIKI の %		78.3%		21.7%		100.0%

				2		度数		547		653		1200																		知っている		知らない				知っている		知らない

						NNCHIIKI の %		45.6%		54.4%		100.0%																1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること						1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること		22.7%		77.3%						1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること

		合計				度数		782		718		1500																		39.0%		61.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		52.1%		47.9%		100.0%																		22.7%		77.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと						2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと		17.5%		82.5%						2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと

		NNCHIIKI と Q9.7 のクロス表																												36.7%		63.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q9.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								17.5%		82.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q9.7		69.0%		31.0%		38.4%		61.6%				3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること						3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること		16.1%		83.9%						3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること

		NNCHIIKI		1		度数		207		93		300																		29.7%		70.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		69.0%		31.0%		100.0%																		16.1%		83.9%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		461		739		1200																4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること						4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること		33.3%		66.8%						4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること

						NNCHIIKI の %		38.4%		61.6%		100.0%																		61.3%		38.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		668		832		1500																		33.3%		66.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		44.5%		55.5%		100.0%																5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと						5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと		28.2%		71.8%						5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと

																														56.7%		43.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q9.8 のクロス表																												28.2%		71.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q9.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること						6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること		29.1%		70.9%						6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること

								1		2						Q9.8		73.0%		27.0%		42.9%		57.1%						61.0%		39.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		219		81		300																		29.1%		70.9%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		73.0%		27.0%		100.0%																7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること						7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること		41.9%		58.1%						7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること

				2		度数		515		685		1200																		76.3%		23.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		42.9%		57.1%		100.0%																		41.9%		58.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		734		766		1500																8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること						8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること		33.9%		66.1%						8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること

						NNCHIIKI の %		48.9%		51.1%		100.0%																		68.3%		31.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														33.9%		66.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.9 のクロス表																										9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと						9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと		16.9%		83.1%						9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと

								Q9.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								34.3%		65.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.9		37.3%		62.7%		17.4%		82.6%						16.9%		83.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		112		188		300																																				知っている シ						知らない シ

						NNCHIIKI の %		37.3%		62.7%		100.0%

				2		度数		209		991		1200

						NNCHIIKI の %		17.4%		82.6%		100.0%																		知っている		知らない				知っている		知らない

		合計				度数		321		1179		1500																1.WBC（ホールボディカウンター）						1.WBC（ホールボディカウンター）		12.6%		87.4%						1.WBC（ホールボディカウンター）

						NNCHIIKI の %		21.4%		78.6%		100.0%																		64.3%		35.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														12.6%		87.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q9.10 のクロス表																										2.ND（検出限界値）						2.ND（検出限界値）		21.0%		79.0%						2.ND（検出限界値）

								Q9.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								43.0%		57.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q9.10		89.0%		11.0%		46.6%		53.4%						21.0%		79.0%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		267		33		300																3.ゲルマニウム測定器						3.ゲルマニウム測定器		34.5%		65.5%						3.ゲルマニウム測定器

						NNCHIIKI の %		89.0%		11.0%		100.0%																		43.3%		56.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		559		641		1200																		34.5%		65.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		46.6%		53.4%		100.0%																4.シンチレーションカウンター						4.シンチレーションカウンター		10.8%		89.3%						4.シンチレーションカウンター

		合計				度数		826		674		1500																		18.0%		82.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		55.1%		44.9%		100.0%																		10.8%		89.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												5.プルトニウム						5.プルトニウム		74.2%		25.8%						5.プルトニウム

		NNCHIIKI と Q10.1 のクロス表																												79.7%		20.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q10.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								74.2%		25.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q10.1		84.0%		16.0%		80.8%		19.2%				6.ストロンチウム						6.ストロンチウム		41.9%		58.1%						6.ストロンチウム

		NNCHIIKI		1		度数		252		48		300																		65.0%		35.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		84.0%		16.0%		100.0%																		41.9%		58.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		970		230		1200																7.SPEEDI						7.SPEEDI		20.4%		79.6%						7.SPEEDI

						NNCHIIKI の %		80.8%		19.2%		100.0%																		41.3%		58.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		1222		278		1500																		20.4%		79.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		81.5%		18.5%		100.0%																8.急性被曝						8.急性被曝		34.3%		65.8%						8.急性被曝

																														48.0%		52.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q10.2 のクロス表																												34.3%		65.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q10.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						9.慢性被曝						9.慢性被曝		36.5%		63.5%						9.慢性被曝

								1		2						Q10.2		91.3%		8.7%		87.0%		13.0%						49.7%		50.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		274		26		300																		36.5%		63.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		91.3%		8.7%		100.0%																10.内部被曝						10.内部被曝		64.5%		35.5%						10.内部被曝

				2		度数		1044		156		1200																		85.7%		14.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		87.0%		13.0%		100.0%																		64.5%		35.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		1318		182		1500																11.外部被曝						11.外部被曝		58.5%		41.5%						11.外部被曝

						NNCHIIKI の %		87.9%		12.1%		100.0%																		81.7%		18.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														58.5%		41.5%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q10.3 のクロス表																										12.モニタリングポスト						12.モニタリングポスト		35.7%		64.3%						12.モニタリングポスト

								Q10.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								75.7%		24.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q10.3		82.3%		17.7%		80.5%		19.5%						35.7%		64.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		247		53		300																13.Bq（ベクレル）						13.Bq（ベクレル）		61.3%		38.7%						13.Bq（ベクレル）

						NNCHIIKI の %		82.3%		17.7%		100.0%																		80.7%		19.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		966		234		1200																		61.3%		38.7%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		80.5%		19.5%		100.0%																14.Sv、mSv（シーベルト）						14.Sv、mSv（シーベルト）		66.3%		33.8%						14.Sv、mSv（シーベルト）

		合計				度数		1213		287		1500																		84.3%		15.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		80.9%		19.1%		100.0%																		66.3%		33.8%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												15.セシウム						15.セシウム		70.6%		29.4%						15.セシウム

		NNCHIIKI と Q10.4 のクロス表																												86.3%		13.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q10.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								70.6%		29.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q10.4		61.3%		38.7%		60.3%		39.8%				16.トリチウム						16.トリチウム		43.7%		56.3%						16.トリチウム

		NNCHIIKI		1		度数		184		116		300																		71.3%		28.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		61.3%		38.7%		100.0%																		43.7%		56.3%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		723		477		1200																																						知っている シ						知らない シ

						NNCHIIKI の %		60.3%		39.8%		100.0%

		合計				度数		907		593		1500

						NNCHIIKI の %		60.5%		39.5%		100.0%



		NNCHIIKI と Q10.5 のクロス表																												知っている		知っていない				知っている		知っていない

								Q10.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること						1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること		40.6%		59.4%						1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること

								1		2						Q10.5		57.3%		42.7%		48.7%		51.3%						63.0%		37.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI		1		度数		172		128		300																		40.6%		59.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		57.3%		42.7%		100.0%																2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること						2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること		31.4%		68.6%						2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること

				2		度数		584		616		1200																		58.0%		42.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		48.7%		51.3%		100.0%																		31.4%		68.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		756		744		1500																3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと						3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと		35.6%		64.4%						3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと

						NNCHIIKI の %		50.4%		49.6%		100.0%																		54.7%		45.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

																														35.6%		64.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q10.6 のクロス表																										4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること						4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること		34.3%		65.7%						4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること

								Q10.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								68.7%		31.3%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								1		2						Q10.6		67.7%		32.3%		63.2%		36.8%						34.3%		65.7%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		203		97		300																5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること						5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること		49.6%		50.4%						5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること

						NNCHIIKI の %		67.7%		32.3%		100.0%																		83.3%		16.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

				2		度数		758		442		1200																		49.6%		50.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		63.2%		36.8%		100.0%																6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること						6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること		45.6%		54.4%						6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること

		合計				度数		961		539		1500																		78.3%		21.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		64.1%		35.9%		100.0%																		45.6%		54.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																												7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること						7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること		38.4%		61.6%						7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること

		NNCHIIKI と Q11.1 のクロス表																												69.0%		31.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

								Q11.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								38.4%		61.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.1		89.7%		10.3%		88.8%		11.3%				8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること						8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること		42.9%		57.1%						8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること

		NNCHIIKI		1		度数		269		31		300																		73.0%		27.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

						NNCHIIKI の %		89.7%		10.3%		100.0%																		42.9%		57.1%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		1065		135		1200																9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること						9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること		17.4%		82.6%						9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること

						NNCHIIKI の %		88.8%		11.3%		100.0%																		37.3%		62.7%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		合計				度数		1334		166		1500																		17.4%		82.6%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		88.9%		11.1%		100.0%																10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること						10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること		46.6%		53.4%						10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること

																														89.0%		11.0%														福島県　　（N=300） フクシマ ケン

		NNCHIIKI と Q11.2 のクロス表																												46.6%		53.4%														福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q11.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																												知っている シ						知らない シ

								1		2						Q11.2		91.3%		8.7%		89.8%		10.2%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		274		26		300																		回答なし カイトウ		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県（N=300） フクシマ ケン		福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		91.3%		8.7%		100.0%																甲状腺に関する健康調査		49.7%		50.3%		甲状腺に関する健康調査		50.3%		48.1%

				2		度数		1078		122		1200																被災者の生活支援		64.2%		35.8%		被災者の生活支援		35.8%		52.4%

						NNCHIIKI の %		89.8%		10.2%		100.0%																帰還		76.0%		24.0%		帰還		24.0%		22.4%

		合計				度数		1352		148		1500																汚染水（※）の処理		26.7%		73.3%		汚染水（※）の処理		73.3%		68.7%

						NNCHIIKI の %		90.1%		9.9%		100.0%																廃炉を進めること		35.8%		64.2%		廃炉を進めること		64.2%		49.0%

																												特定廃棄物		58.4%		41.6%		特定廃棄物		41.6%		33.2%

		NNCHIIKI と Q11.3 のクロス表																										除染		55.1%		44.9%		除染		44.9%		49.7%

								Q11.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						風評被害		49.3%		50.7%		風評被害		50.7%		43.2%

								1		2						Q11.3		84.3%		15.7%		86.9%		13.1%				警戒区域の縮小		83.1%		16.9%		警戒区域の縮小		16.9%		14.8%

		NNCHIIKI		1		度数		253		47		300																中間貯蔵施設の今後		51.0%		49.0%		中間貯蔵施設の今後		49.0%		30.7%

						NNCHIIKI の %		84.3%		15.7%		100.0%																農業の振興策		57.4%		42.6%		農業の振興策		42.6%		33.2%

				2		度数		1043		157		1200																漁業の振興策		55.7%		44.3%		漁業の振興策		44.3%		34.0%

						NNCHIIKI の %		86.9%		13.1%		100.0%																観光の振興策		60.5%		39.5%		観光の振興策		39.5%		27.1%

		合計				度数		1296		204		1500																産業の振興策		65.5%		34.5%		産業の振興策		34.5%		26.4%

						NNCHIIKI の %		86.4%		13.6%		100.0%																賠償の継続		76.4%		23.6%		賠償の継続		23.6%		25.1%

																												2021年以降の復興財源		70.6%		29.4%		2021年以降の復興財源		29.4%		22.6%

		NNCHIIKI と Q11.4 のクロス表																										新たな震災による津波のリスク		61.8%		38.2%		新たな震災による津波のリスク		38.2%		34.7%

								Q11.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						再臨界による新たな事故		61.8%		38.2%		再臨界による新たな事故		38.2%		35.0%

								1		2						Q11.4		86.7%		13.3%		88.1%		11.9%				冷却が不能になるような新たな事故		56.1%		43.9%		冷却が不能になるような新たな事故		43.9%		40.4%

		NNCHIIKI		1		度数		260		40		300

						NNCHIIKI の %		86.7%		13.3%		100.0%

				2		度数		1057		143		1200

						NNCHIIKI の %		88.1%		11.9%		100.0%

		合計				度数		1317		183		1500

						NNCHIIKI の %		87.8%		12.2%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q11.5 のクロス表

								Q11.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.5		87.7%		12.3%		89.2%		10.8%

		NNCHIIKI		1		度数		263		37		300

						NNCHIIKI の %		87.7%		12.3%		100.0%

				2		度数		1070		130		1200

						NNCHIIKI の %		89.2%		10.8%		100.0%

		合計				度数		1333		167		1500

						NNCHIIKI の %		88.9%		11.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q11.6 のクロス表

								Q11.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.6		87.7%		12.3%		89.2%		10.8%

		NNCHIIKI		1		度数		263		37		300

						NNCHIIKI の %		87.7%		12.3%		100.0%

				2		度数		1070		130		1200

						NNCHIIKI の %		89.2%		10.8%		100.0%

		合計				度数		1333		167		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		88.9%		11.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.7 のクロス表

								Q11.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.7		84.0%		16.0%		89.5%		10.5%

		NNCHIIKI		1		度数		252		48		300

						NNCHIIKI の %		84.0%		16.0%		100.0%

				2		度数		1074		126		1200

						NNCHIIKI の %		89.5%		10.5%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		1326		174		1500

						NNCHIIKI の %		88.4%		11.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.8 のクロス表

								Q11.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.8		86.7%		13.3%		89.9%		10.1%

		NNCHIIKI		1		度数		260		40		300

						NNCHIIKI の %		86.7%		13.3%		100.0%

				2		度数		1079		121		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		89.9%		10.1%		100.0%

		合計				度数		1339		161		1500

						NNCHIIKI の %		89.3%		10.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.9 のクロス表

								Q11.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.9		84.3%		15.7%		84.9%		15.1%

		NNCHIIKI		1		度数		253		47		300

						NNCHIIKI の %		84.3%		15.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		1019		181		1200

						NNCHIIKI の %		84.9%		15.1%		100.0%

		合計				度数		1272		228		1500

						NNCHIIKI の %		84.8%		15.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q11.10 のクロス表

								Q11.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q11.10		89.3%		10.7%		87.3%		12.8%

		NNCHIIKI		1		度数		268		32		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		89.3%		10.7%		100.0%

				2		度数		1047		153		1200

						NNCHIIKI の %		87.3%		12.8%		100.0%

		合計				度数		1315		185		1500

						NNCHIIKI の %		87.7%		12.3%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.1 のクロス表

								Q14.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.1		39.0%		61.0%		22.7%		77.3%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		117		183		300

						NNCHIIKI の %		39.0%		61.0%		100.0%

				2		度数		272		928		1200

						NNCHIIKI の %		22.7%		77.3%		100.0%

		合計				度数		389		1111		1500

						NNCHIIKI の %		25.9%		74.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.2 のクロス表

								Q14.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.2		36.7%		63.3%		17.5%		82.5%

		NNCHIIKI		1		度数		110		190		300

						NNCHIIKI の %		36.7%		63.3%		100.0%

				2		度数		210		990		1200

						NNCHIIKI の %		17.5%		82.5%		100.0%

		合計				度数		320		1180		1500

						NNCHIIKI の %		21.3%		78.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.3 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q14.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.3		29.7%		70.3%		16.1%		83.9%

		NNCHIIKI		1		度数		89		211		300

						NNCHIIKI の %		29.7%		70.3%		100.0%

				2		度数		193		1007		1200

						NNCHIIKI の %		16.1%		83.9%		100.0%

		合計				度数		282		1218		1500

						NNCHIIKI の %		18.8%		81.2%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q14.4 のクロス表

								Q14.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.4		61.3%		38.7%		33.3%		66.8%

		NNCHIIKI		1		度数		184		116		300

						NNCHIIKI の %		61.3%		38.7%		100.0%

				2		度数		399		801		1200

						NNCHIIKI の %		33.3%		66.8%		100.0%

		合計				度数		583		917		1500

						NNCHIIKI の %		38.9%		61.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q14.5 のクロス表

								Q14.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.5		56.7%		43.3%		28.2%		71.8%

		NNCHIIKI		1		度数		170		130		300

						NNCHIIKI の %		56.7%		43.3%		100.0%

				2		度数		338		862		1200

						NNCHIIKI の %		28.2%		71.8%		100.0%

		合計				度数		508		992		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		33.9%		66.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.6 のクロス表

								Q14.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.6		61.0%		39.0%		29.1%		70.9%

		NNCHIIKI		1		度数		183		117		300

						NNCHIIKI の %		61.0%		39.0%		100.0%

				2		度数		349		851		1200

						NNCHIIKI の %		29.1%		70.9%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		532		968		1500

						NNCHIIKI の %		35.5%		64.5%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.7 のクロス表

								Q14.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.7		76.3%		23.7%		41.9%		58.1%

		NNCHIIKI		1		度数		229		71		300

						NNCHIIKI の %		76.3%		23.7%		100.0%

				2		度数		503		697		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		41.9%		58.1%		100.0%

		合計				度数		732		768		1500

						NNCHIIKI の %		48.8%		51.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.8 のクロス表

								Q14.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.8		68.3%		31.7%		33.9%		66.1%

		NNCHIIKI		1		度数		205		95		300

						NNCHIIKI の %		68.3%		31.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		407		793		1200

						NNCHIIKI の %		33.9%		66.1%		100.0%

		合計				度数		612		888		1500

						NNCHIIKI の %		40.8%		59.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q14.9 のクロス表

								Q14.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q14.9		34.3%		65.7%		16.9%		83.1%

		NNCHIIKI		1		度数		103		197		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		34.3%		65.7%		100.0%

				2		度数		203		997		1200

						NNCHIIKI の %		16.9%		83.1%		100.0%

		合計				度数		306		1194		1500

						NNCHIIKI の %		20.4%		79.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.1 のクロス表

								Q15.1				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.1		64.3%		35.7%		12.6%		87.4%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		193		107		300

						NNCHIIKI の %		64.3%		35.7%		100.0%

				2		度数		151		1049		1200

						NNCHIIKI の %		12.6%		87.4%		100.0%

		合計				度数		344		1156		1500

						NNCHIIKI の %		22.9%		77.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.2 のクロス表

								Q15.2				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.2		43.0%		57.0%		21.0%		79.0%

		NNCHIIKI		1		度数		129		171		300

						NNCHIIKI の %		43.0%		57.0%		100.0%

				2		度数		252		948		1200

						NNCHIIKI の %		21.0%		79.0%		100.0%

		合計				度数		381		1119		1500

						NNCHIIKI の %		25.4%		74.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.3 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q15.3				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.3		43.3%		56.7%		34.5%		65.5%

		NNCHIIKI		1		度数		130		170		300

						NNCHIIKI の %		43.3%		56.7%		100.0%

				2		度数		414		786		1200

						NNCHIIKI の %		34.5%		65.5%		100.0%

		合計				度数		544		956		1500

						NNCHIIKI の %		36.3%		63.7%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q15.4 のクロス表

								Q15.4				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.4		18.0%		82.0%		10.8%		89.3%

		NNCHIIKI		1		度数		54		246		300

						NNCHIIKI の %		18.0%		82.0%		100.0%

				2		度数		129		1071		1200

						NNCHIIKI の %		10.8%		89.3%		100.0%

		合計				度数		183		1317		1500

						NNCHIIKI の %		12.2%		87.8%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q15.5 のクロス表

								Q15.5				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.5		79.7%		20.3%		74.2%		25.8%

		NNCHIIKI		1		度数		239		61		300

						NNCHIIKI の %		79.7%		20.3%		100.0%

				2		度数		890		310		1200

						NNCHIIKI の %		74.2%		25.8%		100.0%

		合計				度数		1129		371		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		75.3%		24.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.6 のクロス表

								Q15.6				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.6		65.0%		35.0%		41.9%		58.1%

		NNCHIIKI		1		度数		195		105		300

						NNCHIIKI の %		65.0%		35.0%		100.0%

				2		度数		503		697		1200

						NNCHIIKI の %		41.9%		58.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		698		802		1500

						NNCHIIKI の %		46.5%		53.5%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.7 のクロス表

								Q15.7				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.7		41.3%		58.7%		20.4%		79.6%

		NNCHIIKI		1		度数		124		176		300

						NNCHIIKI の %		41.3%		58.7%		100.0%

				2		度数		245		955		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		20.4%		79.6%		100.0%

		合計				度数		369		1131		1500

						NNCHIIKI の %		24.6%		75.4%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.8 のクロス表

								Q15.8				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.8		48.0%		52.0%		34.3%		65.8%

		NNCHIIKI		1		度数		144		156		300

						NNCHIIKI の %		48.0%		52.0%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		411		789		1200

						NNCHIIKI の %		34.3%		65.8%		100.0%

		合計				度数		555		945		1500

						NNCHIIKI の %		37.0%		63.0%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.9 のクロス表

								Q15.9				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.9		49.7%		50.3%		36.5%		63.5%

		NNCHIIKI		1		度数		149		151		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		49.7%		50.3%		100.0%

				2		度数		438		762		1200

						NNCHIIKI の %		36.5%		63.5%		100.0%

		合計				度数		587		913		1500

						NNCHIIKI の %		39.1%		60.9%		100.0%



		NNCHIIKI と Q15.10 のクロス表

								Q15.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								1		2						Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%						福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		257		43		300

						NNCHIIKI の %		85.7%		14.3%		100.0%

				2		度数		774		426		1200

						NNCHIIKI の %		64.5%		35.5%		100.0%

		合計				度数		1031		469		1500

						NNCHIIKI の %		68.7%		31.3%		100.0%



																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																														福島県（N=300） フクシマ ケン						福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



そう思う	

福島県　　（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	0.84	0.80833333333333324	0.91333333333333333	0.87	0.82333333333333347	0.80500000000000005	0.61333333333333329	0.60250000000000004	0.57333333333333336	0.48666666666666669	0.67666666666666653	0.63166666666666671	そう思わない	

福島県　　（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	福島県（N=300）	福島県以外（N=1200）	0.16	0.19166666666666668	8.6666666666666684E-2	0.13	0.17666666666666667	0.19500000000000001	0.38666666666666666	0.39750000000000002	0.42666666666666669	0.51333333333333331	0.32333333333333331	0.36833333333333335	

そう思う	

1.まだ十分に議論が尽くされていないこと	2.国民への説明が十分ではないこと	3.健康被害があると思うこと	4.魚介類の汚染があると思うこと	5.福島県沿岸部を中心とした地元の住民への説明が十分ではないこと	6.漁業者への説明が十分ではないこと	7.農業への影響が大きいこと	8.漁業への影響が大きいこと	9.観光業への影響が大きいこと	10.福島県へのイメージダウンにつながること	0.89666666666666661	0.88749999999999996	0.89333333333333331	0.87250000000000005	0.91333333333333333	0.89833333333333332	0.84333333333333338	0.86916666666666653	0.8666666666666667	0.88083333333333347	0.87666666666666671	0.89166666666666672	0.87666666666666671	0.89166666666666672	0.84	0.89500000000000002	0.8666666666666667	0.89916666666666667	0.84333333333333338	0.84916666666666663	そう思わない	

1.まだ十分に議論が尽くされていないこと	2.国民への説明が十分ではないこと	3.健康被害があると思うこと	4.魚介類の汚染があると思うこと	5.福島県沿岸部を中心とした地元の	住民への説明が十分ではないこと	6.漁業者への説明が十分ではないこと	7.農業への影響が大きいこと	8.漁業への影響が大きいこと	9.観光業への影響が大きいこと	10.福島県へのイメージダウンにつながること	0.10333333333333333	0.1125	0.10666666666666667	0.1275	8.6666666666666684E-2	0.10166666666666666	0.15666666666666668	0.13083333333333333	0.13333333333333333	0.11916666666666668	0.12333333333333334	0.10833333333333334	0.12333333333333334	0.10833333333333334	0.16	0.105	0.13333333333333333	0.10083333333333332	0.15666666666666668	0.15083333333333335	

そう思う	

1.トリチウムは他の原子力発電所等からも排出されていること	2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと	3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること	4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること	5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと	6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること	7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること	8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること	9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと	0.39	0.22666666666666666	0.36666666666666664	0.17499999999999999	0.29666666666666669	0.16083333333333333	0.61333333333333329	0.33250000000000002	0.56666666666666665	0.2816666666666	6668	0.61	0.29083333333333333	0.76333333333333331	0.41916666666666669	0.68333333333333324	0.33916666666666662	0.34333333333333338	0.16916666666666663	そう思わない	

1.トリチウムは他の原子力発電所等	からも排出されていること	2.トリチウムは分離技術が現在のところないこと	3.トリチウムは自然環境で、1年間で約72ペタベクレル（72000億ベクレル）程度、自然発生すること	4.現在、福島第一原子力発電所から海への放射性物質の放出は、管理・計測されていること	5.福島県沖で捕れる魚で、奇形の増加は確認されていないこと	6.福島県沖で捕れた魚は、2015年4月以降、すべて基準値（100ベクレル/kg）未満であること	7.福島県の漁港から出荷される魚は、すべて出荷前に放射性物質の検査を受けていること	8.福島県沖で捕れる魚は、ほぼすべて放射線モニタリングによってND（測定機械で検出できる限界値以下）であること	9.放射性物質であるトリチウムは、魚の体内で蓄積・濃縮しないこと	0.61	0.77333333333333332	0.6333333333333333	0.82499999999999996	0.70333333333333348	0.83916666666666662	0.38666666666666666	0.66749999999999998	0.43333333333333335	0.71833333333333338	0.39	0.70916666666666661	0.23666666666666669	0.58083333333333331	0.31666666666666665	0.66083333333333338	0.65666666666666662	0.83083333333333331	

そう思う	

1.WBC（ホールボディカウンター）	2.ND（検出限界値）	3.ゲルマニウム測定器	4.シンチレーションカウンター	5.プルトニウム	6.ストロンチウム	7.SPEEDI	8.急性被曝	9.慢性被曝	10.内部被曝	11.外部被曝	12.モニタリングポスト	13.Bq（ベクレル）	14.Sv、mSv（シーベルト）	15.セシウム	16.トリチウム	0.64333333333333331	0.12583333333333332	0.43	0.21	0.43333333333333335	0.34499999999999997	0.18	0.1075	0.79666666666666652	0.7416666666666667	0.65	0.41916666666666669	0.41333333333333333	0.20416666666666669	0.48	0.34250000000000003	0.49666666666666665	0.36499999999999999	0.856	66666666666669	0.64500000000000002	0.81666666666666676	0.58499999999999996	0.75666666666666671	0.35666666666666669	0.80666666666666653	0.61333333333333329	0.84333333333333338	0.66249999999999998	0.86333333333333329	0.70583333333333331	0.71333333333333337	0.43666666666666665	そう思わない	

1.WBC（ホールボディカウンター）	2.ND（検出限界値）	3.ゲルマニウム測定器	4.シンチレーションカウンター	5.プルトニウム	6.ストロンチウム	7.SPEEDI	8.急性被曝	9.慢性被曝	10.内部被曝	11.外部被曝	12.モニタリングポスト	13.Bq（ベクレル）	14.Sv、mSv（シーベルト）	15.セシウム	16.トリチウム	0.35666666666666669	0.87416666666666676	0.56999999999999995	0.79	0.56666666666666665	0.65500000000000003	0.82	0.89249999999999996	0.20333333333333331	0.25833333333333336	0.35	0.58083333333333331	0.58666666666666667	0.79583333333333328	0.52	0.65749999999999997	0.5033333333333333	0.63500000000000001	0.14333333333333334	0.35499999999999998	0.18333333333333332	0.41499999999999998	0.24333333333333335	0.64333333333333331	0.19333333333333333	0.38666666666666666	0.15666666666666668	0.33750000000000002	0.13666666666666666	0.29416666666666669	0.28666666666666668	0.56333333333333335	

そう思う	

1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること	2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること	3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと	4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること	5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること	6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること	7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること	8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること	9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること	10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること	0.63	0.40583333333333338	0.57999999999999996	0.31416666666666665	0.54666666666666663	0.35583333333333333	0.68666666666666676	0.34333333333333338	0.83333333333333348	0.49583333333333335	0.78333333333333333	0.45583333333333331	0.69	0.38416666666666666	0.73	0.42916666666666664	0.37333333333333335	0.17416666666666669	0.89	0.46583333333333327	そう思わない	

1.汚染水は、様々な核種をある程度、除去するための設備で処理されたものが保管されていること	2.汚染水に基準値以上のトリチウム以外の放射性物質が入っていること	3.東京電力が公表していた汚染水浄化後の処理水に関する公表データに誤りがあったこと	4.福島県内の漁業の主要魚種のほぼすべてが試験操業の対象になっていること	5.福島県沖でとれた魚は、モニタリング検査を行っていること	6.ここ数年、魚介類において、基準値を超えることは極めて稀であること	7.ここ数年、魚介類において、ND（測定機器で検出できる限界値以下）を超えることは極めて稀であること	8.農産物、魚介類について、各県が主導してサンプリングによるモニタリング調査をおこなっていること	9.トリチウムの身体への影響は少ないといわれていること	10.福島県内では、お米に関しては全量全袋検査が行われていること	0.37	0.59416666666666662	0.42	0.68583333333333329	0.45333333333333331	0.64416666666666667	0.31333333333333335	0.65666666666666662	0.16666666666666663	0.50416666666666665	0.21666666666666667	0.54416666666666669	0.31	0.61583333333333334	0.27	0.5708333333333333	0.62666666666666671	0.82583333333333331	0.11	0.53416666666666668	

福島県（N=300）	

甲状腺に関する健康調査	被災者の生活支援	帰還	汚染水（※）の処理	廃炉を進めること	特定廃棄物	除染	風評被害	警戒区域の縮小	中間貯蔵施設の今後	農業の振興策	漁業の振興策	観光の振興策	産業の振興策	賠償の継続	2021年以降の復興財源	新たな震災による津波のリスク	再臨界による新たな事故	冷却が不能になるような新たな事故	0.5033783783783784	0.35810810810810811	0.23986486486486483	0.73310810810810811	0.64189189189189189	0.41554054054054052	0.44932432432432434	0.5067567567567568	0.16891891891891891	0.48986486486486486	0.42567567567567566	0.4425675675675676	0.39527027027027034	0.34459459459459457	0.23648648648648649	0.29391891891891891	0.3817567567567568	0.3817567567567568	0.4391891891891892	福島県以外（N=1200）	

甲状腺に関する健康調査	被災者の生活支援	帰還	汚染水（※）の処理	廃炉を進めること	特定廃棄物	除染	風評被害	警戒区域の縮小	中間貯蔵施設の今後	農業の振興策	漁業の振興策	観光の振興策	産業の振興策	賠償の継続	2021年以降の復興財源	新たな震災による津波のリスク	再臨界による新たな事故	冷却が不能になるような新たな事故	0.48141891891891897	0.52364864864864868	0.22381756756756757	0.68665540540540537	0.48986486486486486	0.33192567567567566	0.4966216216216216	0.43158783783783783	0.14780405405405406	0.30658783783783783	0.33192567567567566	0.33952702702702703	0.27111486486486486	0.26351351351351349	0.25084459459459457	0.22550675675675674	0.3471283783783784	0.34966216216216217	0.40371621621621623	









Sheet2

																												Q131		0.4966216216		0.5033783784		0.5185810811		0.4814189189																														Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%

		NNCHIIKI と Q131 のクロス表																										Q132		0.6418918919		0.3581081081		0.4763513514		0.5236486486																														Q15.11		81.7%		18.3%		58.5%		41.5%

								Q131				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						Q133		0.7601351351		0.2398648649		0.7761824324		0.2238175676				NNCHIIKI と Q15.10 のクロス表																										Q15.12		75.7%		24.3%		35.7%		64.3%

								0		1						Q131		49.7%		50.3%		51.9%		48.1%				Q134		0.2668918919		0.7331081081		0.3133445946		0.6866554054										Q15.10				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						Q15.13		80.7%		19.3%		61.3%		38.7%

		NNCHIIKI		1		度数		147		149		296																Q135		0.3581081081		0.6418918919		0.5101351351		0.4898648649										1		2						Q15.10		85.7%		14.3%		64.5%		35.5%				Q15.14		84.3%		15.7%		66.3%		33.8%

						NNCHIIKI の %		49.7%		50.3%		100.0%																Q136		0.5844594595		0.4155405405		0.6680743243		0.3319256757				NNCHIIKI		1		度数		257		43		300																Q15.15		86.3%		13.7%		70.6%		29.4%

				2		度数		614		570		1184																Q137		0.5506756757		0.4493243243		0.5033783784		0.4966216216								NNCHIIKI の %		85.7%		14.3%		100.0%																Q15.16		71.3%		28.7%		43.7%		56.3%

						NNCHIIKI の %		51.9%		48.1%		100.0%																Q138		0.4932432432		0.5067567568		0.5684121622		0.4315878378						2		度数		774		426		1200

		合計				度数		761		719		1480																Q139		0.8310810811		0.1689189189		0.8521959459		0.1478040541								NNCHIIKI の %		64.5%		35.5%		100.0%

						NNCHIIKI の %		51.4%		48.6%		100.0%																Q1310		0.5101351351		0.4898648649		0.6934121622		0.3065878378				合計				度数		1031		469		1500

																												Q1311		0.5743243243		0.4256756757		0.6680743243		0.3319256757								NNCHIIKI の %		68.7%		31.3%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q132 のクロス表																										Q1312		0.5574324324		0.4425675676		0.660472973		0.339527027

								Q132				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						Q1313		0.6047297297		0.3952702703		0.7288851351		0.2711148649				NNCHIIKI と Q15.11 のクロス表

								0		1						Q132		64.2%		35.8%		47.6%		52.4%				Q1314		0.6554054054		0.3445945946		0.7364864865		0.2635135135										Q15.11				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		190		106		296																Q1315		0.7635135135		0.2364864865		0.7491554054		0.2508445946										1		2						Q15.11		81.7%		18.3%		58.5%		41.5%

						NNCHIIKI の %		64.2%		35.8%		100.0%																Q1316		0.7060810811		0.2939189189		0.7744932432		0.2255067568				NNCHIIKI		1		度数		245		55		300

				2		度数		564		620		1184																Q1317		0.6182432432		0.3817567568		0.6528716216		0.3471283784								NNCHIIKI の %		81.7%		18.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		47.6%		52.4%		100.0%																Q1318		0.6182432432		0.3817567568		0.6503378378		0.3496621622						2		度数		702		498		1200

		合計				度数		754		726		1480																Q1319		0.5608108108		0.4391891892		0.5962837838		0.4037162162								NNCHIIKI の %		58.5%		41.5%		100.0%

						NNCHIIKI の %		50.9%		49.1%		100.0%																												合計				度数		947		553		1500																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

																																												NNCHIIKI の %		63.1%		36.9%		100.0%

		NNCHIIKI と Q133 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q133				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.12 のクロス表

								0		1						Q133		76.0%		24.0%		77.6%		22.4%																						Q15.12				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		225		71		296																																		1		2						Q15.12		75.7%		24.3%		35.7%		64.3%

						NNCHIIKI の %		76.0%		24.0%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		227		73		300

				2		度数		919		265		1184																																NNCHIIKI の %		75.7%		24.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		77.6%		22.4%		100.0%																														2		度数		428		772		1200

		合計				度数		1144		336		1480																																NNCHIIKI の %		35.7%		64.3%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		77.3%		22.7%		100.0%																												合計				度数		655		845		1500

																														福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ										NNCHIIKI の %		43.7%		56.3%		100.0%

		NNCHIIKI と Q134 のクロス表

								Q134				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.13 のクロス表

								0		1						Q134		26.7%		73.3%		31.3%		68.7%																						Q15.13				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		79		217		296																																		1		2						Q15.13		80.7%		19.3%		61.3%		38.7%

						NNCHIIKI の %		26.7%		73.3%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		242		58		300

				2		度数		371		813		1184																																NNCHIIKI の %		80.7%		19.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		31.3%		68.7%		100.0%																														2		度数		736		464		1200																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		450		1030		1480																																NNCHIIKI の %		61.3%		38.7%		100.0%

						NNCHIIKI の %		30.4%		69.6%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ						合計				度数		978		522		1500

																																												NNCHIIKI の %		65.2%		34.8%		100.0%

		NNCHIIKI と Q135 のクロス表

								Q135				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.14 のクロス表

								0		1						Q135		35.8%		64.2%		51.0%		49.0%																						Q15.14				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		106		190		296																																		1		2						Q15.14		84.3%		15.7%		66.3%		33.8%

						NNCHIIKI の %		35.8%		64.2%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		253		47		300

				2		度数		604		580		1184																																NNCHIIKI の %		84.3%		15.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		51.0%		49.0%		100.0%																														2		度数		795		405		1200

		合計				度数		710		770		1480																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ										NNCHIIKI の %		66.3%		33.8%		100.0%

						NNCHIIKI の %		48.0%		52.0%		100.0%																												合計				度数		1048		452		1500

																																												NNCHIIKI の %		69.9%		30.1%		100.0%

		NNCHIIKI と Q136 のクロス表

								Q136				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.15 のクロス表

								0		1						Q136		58.4%		41.6%		66.8%		33.2%																						Q15.15				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		173		123		296																																		1		2						Q15.15		86.3%		13.7%		70.6%		29.4%

						NNCHIIKI の %		58.4%		41.6%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		259		41		300																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		791		393		1184																																NNCHIIKI の %		86.3%		13.7%		100.0%

						NNCHIIKI の %		66.8%		33.2%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								2		度数		847		353		1200

		合計				度数		964		516		1480																																NNCHIIKI の %		70.6%		29.4%		100.0%

						NNCHIIKI の %		65.1%		34.9%		100.0%																												合計				度数		1106		394		1500

																																												NNCHIIKI の %		73.7%		26.3%		100.0%

		NNCHIIKI と Q137 のクロス表

								Q137				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ																		NNCHIIKI と Q15.16 のクロス表

								0		1						Q137		55.1%		44.9%		50.3%		49.7%																						Q15.16				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		163		133		296																																		1		2						Q15.16		71.3%		28.7%		43.7%		56.3%						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		55.1%		44.9%		100.0%																												NNCHIIKI		1		度数		214		86		300

				2		度数		596		588		1184																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ										NNCHIIKI の %		71.3%		28.7%		100.0%

						NNCHIIKI の %		50.3%		49.7%		100.0%																														2		度数		524		676		1200

		合計				度数		759		721		1480																																NNCHIIKI の %		43.7%		56.3%		100.0%

						NNCHIIKI の %		51.3%		48.7%		100.0%																												合計				度数		738		762		1500

																																												NNCHIIKI の %		49.2%		50.8%		100.0%

		NNCHIIKI と Q138 のクロス表

								Q138				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q138		49.3%		50.7%		56.8%		43.2%

		NNCHIIKI		1		度数		146		150		296

						NNCHIIKI の %		49.3%		50.7%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		673		511		1184

						NNCHIIKI の %		56.8%		43.2%		100.0%

		合計				度数		819		661		1480

						NNCHIIKI の %		55.3%		44.7%		100.0%



		NNCHIIKI と Q139 のクロス表

								Q139				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q139		83.1%		16.9%		85.2%		14.8%

		NNCHIIKI		1		度数		246		50		296																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		83.1%		16.9%		100.0%

				2		度数		1009		175		1184

						NNCHIIKI の %		85.2%		14.8%		100.0%

		合計				度数		1255		225		1480

						NNCHIIKI の %		84.8%		15.2%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1310 のクロス表

								Q1310				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1310		51.0%		49.0%		69.3%		30.7%						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		151		145		296

						NNCHIIKI の %		51.0%		49.0%		100.0%

				2		度数		821		363		1184

						NNCHIIKI の %		69.3%		30.7%		100.0%

		合計				度数		972		508		1480

						NNCHIIKI の %		65.7%		34.3%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1311 のクロス表

								Q1311				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ								福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1311		57.4%		42.6%		66.8%		33.2%

		NNCHIIKI		1		度数		170		126		296

						NNCHIIKI の %		57.4%		42.6%		100.0%

				2		度数		791		393		1184

						NNCHIIKI の %		66.8%		33.2%		100.0%

		合計				度数		961		519		1480

						NNCHIIKI の %		64.9%		35.1%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1312 のクロス表																												福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								Q1312				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1312		55.7%		44.3%		66.0%		34.0%

		NNCHIIKI		1		度数		165		131		296

						NNCHIIKI の %		55.7%		44.3%		100.0%

				2		度数		782		402		1184

						NNCHIIKI の %		66.0%		34.0%		100.0%

		合計				度数		947		533		1480

						NNCHIIKI の %		64.0%		36.0%		100.0%

																														福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI と Q1313 のクロス表

								Q1313				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1313		60.5%		39.5%		72.9%		27.1%

		NNCHIIKI		1		度数		179		117		296

						NNCHIIKI の %		60.5%		39.5%		100.0%

				2		度数		863		321		1184

						NNCHIIKI の %		72.9%		27.1%		100.0%

		合計				度数		1042		438		1480

						NNCHIIKI の %		70.4%		29.6%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ



		NNCHIIKI と Q1314 のクロス表

								Q1314				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1314		65.5%		34.5%		73.6%		26.4%

		NNCHIIKI		1		度数		194		102		296

						NNCHIIKI の %		65.5%		34.5%		100.0%

				2		度数		872		312		1184

						NNCHIIKI の %		73.6%		26.4%		100.0%

		合計				度数		1066		414		1480																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		72.0%		28.0%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1315 のクロス表

								Q1315				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1315		76.4%		23.6%		74.9%		25.1%

		NNCHIIKI		1		度数		226		70		296

						NNCHIIKI の %		76.4%		23.6%		100.0%

				2		度数		887		297		1184

						NNCHIIKI の %		74.9%		25.1%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		合計				度数		1113		367		1480

						NNCHIIKI の %		75.2%		24.8%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1316 のクロス表

								Q1316				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1316		70.6%		29.4%		77.4%		22.6%

		NNCHIIKI		1		度数		209		87		296

						NNCHIIKI の %		70.6%		29.4%		100.0%

				2		度数		917		267		1184																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		77.4%		22.6%		100.0%

		合計				度数		1126		354		1480

						NNCHIIKI の %		76.1%		23.9%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1317 のクロス表

								Q1317				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1317		61.8%		38.2%		65.3%		34.7%

		NNCHIIKI		1		度数		183		113		296

						NNCHIIKI の %		61.8%		38.2%		100.0%																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

				2		度数		773		411		1184

						NNCHIIKI の %		65.3%		34.7%		100.0%

		合計				度数		956		524		1480

						NNCHIIKI の %		64.6%		35.4%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1318 のクロス表

								Q1318				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1318		61.8%		38.2%		65.0%		35.0%

		NNCHIIKI		1		度数		183		113		296																		福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

						NNCHIIKI の %		61.8%		38.2%		100.0%

				2		度数		770		414		1184

						NNCHIIKI の %		65.0%		35.0%		100.0%

		合計				度数		953		527		1480

						NNCHIIKI の %		64.4%		35.6%		100.0%



		NNCHIIKI と Q1319 のクロス表

								Q1319				合計						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

								0		1						Q1319		56.1%		43.9%		59.6%		40.4%						福島県（N=300） フクシマ ケン				福島県以外（N=1200） フクシマ ケン イガイ

		NNCHIIKI		1		度数		166		130		296

						NNCHIIKI の %		56.1%		43.9%		100.0%

				2		度数		706		478		1184

						NNCHIIKI の %		59.6%		40.4%		100.0%

		合計				度数		872		608		1480

						NNCHIIKI の %		58.9%		41.1%		100.0%









まとめ２

【汚染水処理への賛否、意見】
• 賛否、処分方法について「わからない」との回答が多い
• 「埋設」「保管」など、環境に放出しない方がよいとの意見も
多い。

• 「十分に議論が尽くされていないこと」「国民への説明が十分
ではないこと」「健康被害があると思うこと」「魚介類の汚染が
あると思うこと」「福島県沿岸部を中心とした地元の住民への
説明が十分ではないこと」「漁業者への説明が十分ではない
こと」「農業への影響が大きいこと」「漁業への影響が大きいこ
と」「観光業への影響が大きいこと「福島県へのイメージダウン
につながること」などへの懸念が表明されている。 16



３
汚染水問題と消費行動

17



【消費への影響】福島県産の購入

Q1.■普段たべる食品、特に福島県産についてお伺いします■あてはま
るものを一つだけ選んでください。 【SA】
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(ｎ)

全体（N=1500）

宮城県（N=300）

福島県（N=300）

茨城県（N=300）

東京都（N=300）

大阪府（N=300）

積極的に福島県産を選んで購入している

10.2

9.7

26.7

5.3

5.3

4.0

特に産地を気にして購入することはない

80.5

81.3

68.0

87.0

81.7

84.3

積極的に福島県産は避けている

9.3

9.0

5.3

7.7

13.0

11.7



【消費への影響】海産物の購入

Q12-1.福島第一原発の事故直後から、福島県の海産物に
対するあなたのお考えについて、あてはまるものを一つだけ選ん
でください。
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全体（N=1500）

宮城県（N=300）

福島県（N=300）

茨城県（N=300）

東京県（N=300）

大阪県（N=300）
直後は、福島県の
海産物について、
購入したいと思っていた

どちらとも
いえない

直後は、福島県の海産物
について、購入したくない
と思っていた



27.4

28.3

43.0

24.0

23.0

18.7

58.7

58.7

46.7

63.0

61.0

64.3

13.9

13.0

10.3

13.0

16.0

17.0

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％ 100.0％

全体（N=1500）

宮城県（N=300）

福島県（N=300）

茨城県（N=300）

東京県（N=300）

大阪県（N=300）
福島県の海産物について、購入したい どちらともいえない 福島県の海産物について、購入したくない

【消費への影響】海産物の購入

Q12-2.現在の、あなたのお考えについて、あてはまるものを一つだけ選んでください。

Q12-3.では、現在の汚染水（東京電力福島第一原子力発電所に貯蔵してある放射性物質を含む「水」）が、安全性に
問題がない状態になるように処理されるという前提で、仮に海洋に放出された場合（そのことは現在、決まっているわけではあ
りません）はどうですか。あてはまるものを一つだけ選んでください。
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18.7

22.3

30.3

15.3

13.0

12.7

54.9

52.7

45.7

59.3

57.0

59.7

26.4

25.0

24.0

25.3

30.0

27.7

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％ 100.0％

全体（N=1500）

宮城県（N=300）

福島県（N=300）

茨城県（N=300）

東京県（N=300）

大阪県（N=300）
福島県の海産物について、購入したい どちらともいえない 福島県の海産物について、購入したくない



【消費への影響】海産物の購入

Q12-4.では、現在の汚染水（東京電力福島第一原子力発電所に貯蔵してある放
射性物質を含む「水」）が、安全性に問題がない状態になるように処理されるという前
提で、仮に海洋に放出された場合（そのことは現在、決まっているわけではありませ
ん） 、次の海産物について、購入したくないということはありますか。 ※この設問は、そ
れぞれ横方向（→）にお答えください。
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そう思う

37.5

23.9

24.9

24.9

22.7

16.5

そう思わない

62.5

76.1

75.1

75.1

77.3

83.5

1.福島県の海産物について、購入したくない(n=1500)

2.岩手県の海産物について、購入したくない(n=1500)

3.宮城県の海産物について、購入したくない(n=1500)

4.茨城県の海産物について、購入したくない(n=1500)

5.東北地方の太平洋沿岸の海産物について、購入したくない(n=1500)

6.太平洋沿岸の海産物について、購入したくない(n=1500)



まとめ３

【汚染水問題と消費行動】
• 「福島県の海産物の購入をしたくない」という人は大幅に減
り、直後４割程度から１割強程度に減少。だが、もし仮に
海洋の放出された場合（もちろん仮にの話）、 「福島県
の海産物の購入をしたくない」という人は３割程度

• 岩手、宮城、茨城など、東北地方の太平洋岸の海産物
について、購入したくないという人は２割強。消費者の動
向だけでみると影響の範囲は福島県のほかにも、東北地
方の太平洋岸の漁業におよぶ可能性が示唆される。

22



注釈

• 質問文中で用いている「仮に海洋に放出された場合」とい
うのは、あくまで、想定調査の手法に過ぎず、調査実施者
らが海洋放出を前提に議論しているわけではない。

• 本調査は、あくまで現時点での「人々の意識」「消費行
動」の意識調査であり、流通実態を表したものではない。

• 将来の消費行動に関する質問項目については、現時点で
の「意向」に過ぎない。意向調査は、その後の実行動とず
れる場合も多く、あくまで一つの目安に過ぎないことを留意
されたい。 23
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