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　「Ｃエリアは除染を行わないエリアで、今度フォローアップ除染ということで除染することとなった」という一部の報道が

あり、このような誤った理解が放射能に対する不安を大きくしていることに危惧の念を抱いています。

　Ｃエリアは除染をしないというエリアではありません。　

　線量が比較的低いエリアではありますが、除染対象地域であり、局部的に線量の高い「ホットスポット」の除染を行うエリ

アとしてこれまで取り組んできました。

　では、ホットスポットとはどの程度の線量を基準としているのか、なのですが、「1センチの高さで、時間当たり3マイクロ
シーベルト」としております。

　ただ、この基準が「高すぎる」という意見を多数頂いていますが、これも誤解があるようです。 一般的に、（空間）線量とは
「1メートルの高さの線量」のことをいうことから、ホットスポットが1メートルの高さでの線量であると誤解している方が多
のです。 1メートルの高さで3マイクロシーベルトの線量といったら、「高すぎる！」という意見が出て当然だと思います。 
1センチの高さで測ったホットスポットを、1メートルの高さで測れば線量は大幅に下がることが確認されています。
　Ｃエリアは以上のようなエリアなので、Ａエリアのような全面除染は必要がないとしているのですが、「全面除染がされ

ないので安心できない」と言う声があります。

　例えば、「東京の孫が来てくれないのは、徹底した除染をしないからだ」と言われる方が居られ、安全イコール安心となっ

ていないことを痛感します。 線量の高さより除染の程度、つまり全面的な除染が行われることで安心できるという気持ち
も分かりますので、孫が来ないという嘆きを解消するため、除染について考えていこうということです。

　ともあれ、こうした方々に安心して頂くように努めることも行政の責務であるとの考えから、Ｃエリアのフォローアップ除

染を決断したところです。 安心してもらうための除染、いわば「心の除染」というものを目指して納得のいく除染を志向す
ることがフォローアップ除染であり、提出された調査表に基づき、真摯に対応してまいりますのでご安心ください。

　保原高校美術部の制作による、海のなかで賑やかに笑

う魚たちの絵画の掲示セレモニーが、2月10日、平地区
の仮置き場で行われました。 この絵画は、仮置き場の景
観が住民へ与えるストレスに配慮し、「明るく、楽しい気

持ちになって欲しい」という想いが込められています。

　周辺住民が見守る中、制作した同校美術部の生徒や教

育委員会・湯田健一教育長などの手によって飾られ、1月
に掲示された福大生の作品と並び、仮置き場がさらに彩られました。 セレモニーに参加した地元平地区の女性は「明るく
てとても良い。 孫が喜びそうで、見せてあげたい」と嬉しそうに話しました。

明るく、楽しく、かわいい魚たち
平地区の仮置き場が、さらに彩り
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保原高校美術部による絵画と、セレモニー参加者。

ホットスポット除染で3マイクロは高いのでは…ホットスポット除染で3マイクロは高いのでは…
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年間外部
被ばく
線量

（mSv）

会社員

該当者数 割合

 0～1 7,719人 66.61% 1,930人 52.91% 485人 53.18% 4,494人 69.67% 10,279人 72.78%

 1～2 3,267人 28.19% 1,291人 35.39% 335人 36.73% 1,725人 26.74% 3,342人 23.66%

 2～3 459人 3.96% 322人 8.83% 72人 7.89% 190人 2.95% 398人 2.82%

 3～4 108人 0.93% 71人 1.95% 12人 1.32% 26人 0.40% 73人 0.52%

 4～5 21人 0.18% 18人 0.49% 7人 0.77% 9人 0.14% 16人 0.11%

5以上 14人 0.12% 16人 0.44% 1人 0.11% 6人 0.09% 15人 0.11%

 合計 11,588人 － 3,648人 － 912人 － 6,450人 － 14,123人 －

ガラスバッジ測定の行動実態調査の集計についてガラスバッジ測定の行動実態調査の集計について

　外部被ばく線量年間実測値と行動実態調査の関係についての集計結果をお知らせいたします。

　職業による平均年間被ばく線量は、農業で1.13mSv、建設業で1.07mSv、主婦で0.83mSvとなりました。（表１）
　また、どの職業でも半数以上の人が、年間被ばく線量1mSv未満となりました。（図１）　　

●対象者／36,721人
　1年間（平成24年7月～平成25年6月）継続して測定し、行動実態調査の回答があった人

対象者

①職業
②屋外行動時間数（1日あたりの平均）
③屋外での主な行動内容

行動実態調査の内容

●対象者36,721人の内訳

職業区分による年間被ばく線量1

100%

該
当
者
数
割
合

0～1年間実効線量（mSv） 1～2 2～3 3以上

平均年間被ばく線量
（mSv）職業

農業

該当者数 割合

建設業

職業

該当者数 割合

主婦

該当者数 割合

その他

該当者数 割合

会社員 0.88

農業 1.13

建設業 1.07

主婦 0.83

その他

会社員

0.79

80%

60%

40%

20%

0%
農業 建設業 主婦 その他

●表１：職業毎の平均年間被ばく線量 ●図１：職業毎の年間被ばく線量（分布）

職業

職業区分による年間被ばく線量

ガラスバッジ
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　屋外行動時間による平均年間被ばく線量は、屋外行動時間に比例することが確認できました。（図2）

屋外行動時間と年間被ばく線量2

　屋外の主な行動内容による平均年間被ばく線量からは、通勤・通学等や運動等は1mSvを下回りました。（表３）
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●図２：屋外行動時間による年間被ばく線量（分布）

屋外行動時間

平均年間被ばく線量
（mSv）屋外行動時間

※屋外行動時間：1日あたりの屋外行動時間数

ほとんどない 0.78

1時間以内 0.80

1～3時間 0.82

3～6時間 0.93

6時間以上 1.14

●表2：屋外行動時間毎の
　　　平均年間被ばく線量

100%
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合

0～1年間被ばく線量（mSv） 1～2 2～3 3以上

通勤・通学等

80%
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●図3：屋外の主な行動内容と年間被ばく線量（分布）

屋外行動内容

平均年間被ばく線量
（mSv）主な行動内容

通勤・通学等 0.82

農作業 1.03

建設作業等 1.07

運動等 0.78

その他 0.83

●表3：屋外での主な行動内容による
　　　平均年間被ばく線量

屋外の主な行動内容と年間被ばく線量

屋外行動時間と年間被ばく線量

屋外の主な行動内容と年間被ばく線量

問 健康福祉部 健康推進課（外部被ばく検査事業担当） ☎573-0538

※複数回答あり
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問

夢の不思議な力は、心のおくすり夢の不思議な力は、心のおくすり

　今回は、市で取り組んでいる「心と体のケア事業」において、皆さんの相談に応えていただいている臨床心理士

の成井香苗さんに、睡眠とストレス解消について解説していただきます。

健康福祉部 健康推進課 ☎575-1116

臨床心理士 成井 香苗

　みなさんは、夢をみますか？ 「7年後の東京オリン
ピックに出たい！」とか「宝くじが当たったらどうしよ

うか」とか、それも『夢』ですが、私が聞いているのは

夜寝てみる夢です。 「ぐっすり寝るから夢は見ない」
と言う方がときどきいます。 しかしそれは覚えてい
ないだけで、夢を見ない睡眠はありません。

　人は、睡眠中に夢を見ることで昼間の生活の心

の整理をします。 生活の中でいろいろ感じたり考え
たりしていること

を整理し、記憶して

貯蔵庫にしまった

り、本人が気づかな

いでいる大切なこ

とを夢のメッセージ

として伝えてくれ

たり、ひそかに夢で

欲求を満たしてく

れてストレスを解

消してくれたり、と夢は寝ているうちに大活躍して

くれます。 
　ですから眠れなくなると夢を見ることができず大

変です。 体の疲労はとれないし、ストレスもたまり、
心のバランスは崩れ、免疫力は低下し病気になりや

すくなってしまいま

す。 『ストレスがた
まっているなあ』と

感じたり、どうにも

ならない悩みを抱え

た時こそ『考えても

解決法がわからない

なら寝てしまおう。』

と思って、眠くなる

音楽をかけホットミ

ルクを飲んで布団に

もぐりこむとか、お

薬の力を借りて眠る

というのもいい方法です。 
　朝目が覚めた時に、夢が解決のヒントをくれるこ

ともあります。 怖い夢を見て、問題を気づかせてく
れることもあります。 夢の中身は忘れても、なんか
すっきりして起きることもあります。 それは夢の“お
薬”の効果です。 ぜひ今夜から試してみてください。
　ストレスと言えば、先日五十沢地区の「お茶のみ

会」の『ストレス教室』に伺ってきました。 そこで、「ス
トレスの解消法はな

んですか？」と聞い

たところ、「働くこと

だね。 畑仕事したり
柿の皮をむいたり、

たとえ売れなくても

むくだけでよかっ

た」と答えてくれた

お母さんの顔がに

こにこしていたのが

忘れられません。 すごく重い言葉だと感じました。  
本当に働くことは楽しいことのはずですよね。 充実
感があって、生きてるってことですものね。

　ストレスの解消法を教える私が、ストレス解消法

の神ずいを教えてもらいました。 私は今後も、伊達
市の心のケア対策を

継続して応援させて

頂きます。 みなさん
の地域で一緒に“笑

い”“話し”、楽しみな

がら元気アップして

心身ともに健康な生

活を目指していきま

しょう。 サロンや公
民館に呼んでくださ

いね。 張り切って出
かけていきます。 



内部被ばく検査（ホールボディカウンタ）を受検しましょう

　今年度まだ受検していない人は、受付専用ダイヤルで予約のうえ受検するようお願いします。
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右から実行委員長の西村拳人さん、副実行委員長の青木渚さん、
放射能対策課長の田中清美。

●検査の予約先／伊達市内部被ばく検査受付専用ダイヤル            ☎575-1153

●東京電力（株）福島原子力補償相談室コールセンター            ☎0120-993-724 （受付時間／９：00～21：00）

健康福祉部 健康推進課 ☎575 -1116問

内部被ばく検査（ホールボディカウンタ）検査結果相談会

　内部被ばく検査の受検者の結果について、相談をお受けします。
　ご希望の方は、相談日の1週間前までに電話にて予約してください。
●相談員／福島県立医科大学 放射線健康管理学講座 助手 宮崎 真先生

自主的避難等対象区域に係る損害賠償請求について

　伊達市は自主的避難等対象区域のため、東京電力（株）から、平成24年3月（第１回）と12月（第2回）、各世帯あて損害
賠償請求書が郵送され、該当世帯の多くはすでに賠償金を受領しているところです。
　しかしながら、昨年末の時点で、第1回264世帯（340人分）、第2回852世帯（2,041人分）においては、請求書の提出
が無く賠償金が未払いの状況になっています。
　平成23年3月11日、伊達市に住所があった方及び居住していた方は、おおむね支給対象になりますので、まだ請求さ
れていない方は、下記のコールセンターにお問い合わせください。

伊達市新成人から浄財 「はたちの募金」贈呈式伊達市新成人から浄財 「はたちの募金」贈呈式

　伊達市成人式梁川会場実行委員会から放射能対策課へ1
月17日に、「はたちの募金」として5万5900円の浄財が贈ら
れました。 同実行委員会が1月12日に行われた伊達市成人
式梁川会場にて、放射能被害に苦しむふるさとのために募
金を呼びかけたところ、205人の新成人から浄財が寄せら
れました。
　新成人の皆さんからのエールを大変ありがたく思いま
す。 こちらの支援金は、除染など放射能対策のため、有効に
活用させていただきます。 ご支援くださった新成人の皆さ
ん、どうもありがとうございました。

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575 -1116

問 市民生活部 市民生活課 ☎575－1126

※数値は福島県原子力損害対策課資料に基づくもの。

3月17日（月）

実施日 対象地区 時 間 場 所 予約の連絡先

保原保健センター 

◎12名までの予約制となります

9：30～11：30
13：00～16：30

梁川・伊達
保原町大泉大地内100

健康推進課 健康企画係 ☎575-1116
（保原保健センター内）



生活圏除染業務の進捗について生活圏除染業務の進捗について （2月18日現在）

市民生活部 放射能対策課 ☎575-1003問

市民生活部 環境防災課 ☎575-1228

市内各地域の放射線測定結果市内各地域の放射線測定結果

測定地点

放射線測定値（市測定、※印は国測定） (単位：マイクロシーベルト/時間)

2/14 2/8 1/27 2/14 2/8 1/27測定地点

問

地 区地 域 世帯数 仮置き場
宅地

除染作業

道路 公共施設

保 原

B エリア
［仮置き場］
●：確保済
 ［除染作業］
●：終了
▲：作業中

［作業進捗・道路
側溝除染作業］
●：終了
▲：作業中
△：準備中 

※1 同意書提出世帯とは、作業を申込むまたは辞退する旨の同意書が提出された世帯
※2 作業進捗とは、作業を申し込んだ世帯の進捗状況

すべての除染業務が終了しました。

C エリア

上保原（1工区） 173 ● ● ▲ ●

上保原（2工区） 531 ● ● ▲ ●

計 704 

地 区地 域 世帯数 道路側溝除染作業
同意書提出世帯数（※1）

２次モニタリング・ホットスポット除染作業

作業進捗（※2）

伊 達

梁 川

保 原

霊 山

伊 達 2,641 2,235 ● ▲

箱 崎 421 411 ● ▲

伏 黒 599 586 ● ▲

梁 川 2,794 2,284 ● ▲

粟 野 666 617 ● ●

堰 本 906 876 ● ▲

白 根 242 221 ● △

山舟生 274 262 ● △

富 野 404 377 ● ▲

五十沢 295 273 ● △

東大枝 200 190 ● △

大 田 1,033 975 ● ▲

保 原 4,123 2,966 ● ▲

大 石 376 369 ● ●

泉 原 151 149 ● ●

計 15,125 12,791

A エリア

伊達総合支所 正面駐車場 0.20 0.21 0.21 下小国中央集会所 入口※ 0.22 0.35 0.37

梁川総合支所 正面銅像前 0.14 0.20 0.18 岩代小国郵便局 国道路肩 0.19 0.28 0.28

保原本庁舎 正面駐車場※ 0.20 0.28 0.28 末坂バス停留所 県道路肩 0.32 0.54 0.54

富成郵便局 県道路肩 0.22 0.23 0.25 大木バス停留所 県道路肩 0.20 0.25 0.25

富成沼田地区石名坂 屯所入口県道路肩 0.44 0.58 0.62 月舘総合支所 駐車場 0.14 0.20 0.18

富成グリーンタウン タウン内公園 0.29 0.36 0.40 国道399号飯舘村境 国道路肩 0.35 0.57 0.55

富成十区集会所 入口 0.46 0.65 0.69 月舘相葭公民館 県道路肩 0.46 0.63 0.60

霊山総合支所 駐車場 0.21 0.22 0.24 掛田上組集会所 市道路肩 0.29 0.40 0.41

霊山パーキング 駐車場中央※ 0.16 0.24 0.26 掛田日向前団地 集会所前 0.25 0.34 0.35

坂ノ上集会所 入口 0.28 0.41 0.38 県道臼石月舘線飯舘村境 県道路肩 0.84 1.48 1.39

八木平バス停留所 回転場中央 0.23 0.30 0.30 大柳字栃窪 市道路肩 0.36 0.43 0.61

小国ふれあいセンター 駐車場※ 0.18 0.28 0.30

中川、 山戸田、山野川、石田、月舘、御代田、糠田、布川、上手渡、下手渡、上保原3、上保原4、八幡台・村岡工区は
すべての除染業務が完了しました。
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