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　我々の住んでいる伊達市は東京などの大都市に比べて、大きなビルや便利な交通機関などはありませんが、豊かな自

然と大地の恵みがあります。

　しかし、今回の放射能災害でそれらは失われてしまいました。 懸命の努力により、米、桃、りんご等は回復しましたが、
依然として、アンポ柿、きのこ、山菜等は放射能の基準値をオーバーしているのが現状です。 そこで、その自然の恵みを取
り戻す、いわば田舎の良さを取り戻すために、里山の除染に取り組まなければならないとこれまでも述べてきました。

　では、どうやって除染をするのか。 実はその方法はまだ見えていません。 表土を全部剥いでしまっては山菜も無くなっ
てしまうし、また傾斜地でもありますので単純には出来ないのです。

　言うまでも無く、除染は手段であって目的ではありません。 里山の自然を取り戻し、安全に里山に入れて、山菜などが安
心して食べられるようになることが目的です。 ですから、必ずしも表土を剥ぐ除染ということではなく、その目的達成のた
めの手段を講ずることであって、既にある放射能とどう付き合っていくか、というある意味、心の問題でもあると思います。

　山菜は季節のものであって、一年通して食べるものではありませんし、その量も少量ですから、食品についての日本の

放射能基準値100ベクレル/Kgを当てはめるのは現実的ではないとの指摘もあります。 もちろん国の定めた基準ですか
ら、販売などのためには厳格に守らなければならないことは当然ですが、以前のような自分で楽しむ山菜採りは、自分の

健康面からの現実的な判断で良いのではないでしょうか。

　また里山に入った場合の外部被ばくの問題も、たまに山菜採りをする程度であれば、短時間ですので健康被害への影響

は無いと思われますが、ではどの程度になれば良く、そのための除染対策はどうすれば良いのかが、これからの課題であ

ると考えています。

　つまり里山の安全については被ばく管理の面から、空間線量と山菜等の放射能量及び自分の累積被ばく量が把握され

管理されていることが大事なのであって、言わば、そうした自己管理と自覚を持つことも除染、あえて言えば、ハードでは

なくソフト的な除染と言えるのではないでしょうか。

　本市では、地球環境に配慮したまちづくりの一環として、平成

32年度までに再生可能エネルギー使用量４％導入を目指す「伊
達市地域新エネルギービジョン」、さらには「伊達市復興計画」に

基づき、クリーンエネルギーを活用した地域防災拠点施設の機

能強化を図る事業を展開しています。

　平成２５年度事業としては、保原本庁舎、梁川分庁舎に太陽光

発電と蓄電池の設備を設置し、大規模災害で長期間にわたり停

電となるような場合でも電力供給を行い、市の行政業務を継続可能とする環境を整備しました。

大規模災害に備えた防災拠点施設整備事業
保原本庁舎と梁川分庁舎に

太陽光発電設備及び蓄電池設備を整備

1

太陽光発電パネル（上）と蓄電池（右）

大震災から4年目を迎えての里山の除染の意義大震災から4年目を迎えての里山の除染の意義
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◎検査を受けてわかることは？ 
　検査結果で放射性セシウムの検出がある場合、その原因が特定の食習慣にあることがわかってきています。 
　検査を受けていただくことで、体内に入った放射性セシウムが、検査時にどの程度残っているかが確認できます。  
　これまで伊達市が実施した検査結果からは、健康に影響が心配されるレベルの数値の方は出てませんが、個々の検査
結果は日々の食生活の状況により異なります。  
　まだ検査を受けていない方は、 電話予約のうえ受検しましょう。 

◎検査結果は、伊達市が大切に保管します。
　放射性セシウム137の物理的半減期は30年。 
　長期に渡る放射能健康管理のため、検査結果は、伊達市で大切に保管します。
　毎年検査を受けていただくことにより、その記録を残すことができます。 
　また、必要があればこれまでの検査結果をまとめてお出しすることもできます。

放射能健康管理事業の現状と今後の取り組み

　市では、市民の健康管理対策として外部被ばく・内部被ばく検査を行っています。 これまでの測定結果と今後の取
り組みについて市政アドバイザーである宍戸文男福島県立医科大学放射線医学講座教授に解説していただきました。

　東日本大震災と大津波による原発事故災害から3年
が経過しました。 環境の放射能汚染に対して、伊達市
では市民の健康被害に対処する様々な対策を進めて
きました。 そのひとつが、伊達市民の健康を見守り、
健康を維持し、安全に暮らしていける体制を作ってい
くこと、放射能健康管理事業です。 平成23年度より外
部被ばく検査と内部被ばく検査及び心と体のケア事
業について取り組んできました。
　外部被ばく検査として、ガラスバッジ（GB）での線
量測定が、平成23年8月から、0歳から中学生、妊婦を
対象に始められた。 以後、平成24年度、25年度と対象
を拡大し、平成24年7月からは全市民を対象とした
GB測定が始まりました。 平成24年7月から平成25年
6月までの1年間の測定から、全市民の平均の外部被
ばく線量が年間0.89mSv、と低値であることが確認
されました。
　また、内部被ばく検査として、平成23年10月24日

から全身カウンタ（Whole body 
counter: WBC）測定が開始さ
れました。 WBCによる測定は、測
定装置の準備に時間がかかるこ
とから、南相馬市立病院などへの
外部委託により開始されました。 

その後、市内にも測定装置が順次導入され、中野病
院、梁川病院、福島県労働保健センター、の3箇所で測
定する体制となりました。内部被ばくに関しても、23
年度に預託実効線量が1mSvを少し超えた方が4名お
りましたが、24年度、25年度では計測したすべての人
が、1mSv未満であることが確認できました。
　個人の被ばく線量は、外部被ばくと内部被ばくを合
わせた線量で評価しますので、両者を足し合わせる必
要がありますが、両者を合わせた線量であっても原発
事故による環境汚染からの放射線被ばくで、伊達市に
居住する市民の皆さんに、子供も大人を合わせて、放
射線による直接的な健康被害が現れることは考えに
くい状況です。
　しかし、減少したといっても、残念ながら我々の周囲
の環境には放射性セシウムが存在していますので、注
意深い監視は必要です。 そこで、26年度もGBによる測
定、WBCによる測定を続けていく予定となっています。
　市民の皆さんが健康的な生活をしていくためには、
放射線被ばくの計測だけでなく、生活習慣病検診（メ
タボ健診）、がん検診などを総合的に行い、疾病の早期
診断、早期治療を果たしていくことも、重要であると
思っています。

福島県立医科大学放射線医学講座 宍戸 文男

●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
●未受検者検査期間／平成26年4月30日まで

健康福祉部 健康推進課 ☎575 -1116問

放射能健康管理事業の現状と今後の取り組み

ホールボディカウンタ（WBC）検査は受けましたか?

※5月以降の検査受付は、検査機関で直接受付します。　
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1時間毎の被ばく線量が確認できるようになります

　伊達市では、全市民を対象にガラスバッジ測定を実施し、外部被ばく線量の実測値をご自身で確認いただくとともに、
その集計・分析結果について、お知らせしてきました。
　現在は、測定結果が比較的高い値となった人に対し「高性能積算線量計」を活用した訪問調査を実施し、原因の特定に
取り組んでいます。 今後、ガラスバッジ高値者だけでなく、職業による実態調査や希望する人に高性能積算線量計を活
用できるよう進めています。

　ガラスバッジでは、3ヶ月間毎の積算線量値を測定してきましたが、高性能積算線量計は、1時間毎の積算線量値を確
認できますので、ご自身の生活パターンと照らし合わせをすることで、高値となる原因等を特定しやすくなります。
❶空間線量率の
　比較的高い場所の把握
❷屋外での作業内容など
　特定の行動による
　外部被ばく線量値を把握

健康福祉部 健康推進課 外部被ばく検査事業担当 ☎573-0538問

◎高性能積算線量計（Ｄ-シャトル）の特徴

①市内を3つに分けて検査のご案内します。

②平成２６年５月からは、検査場所を選んで受検できるようになります。

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1116

～高性能積算線量計の活用～

高性能積算線量計（Ｄ-シャトル）

測定結果イメージ
○月△日の午前10時～正午に
かけて、被ばく線量が高いこと
が確認できます。

ホールボディカウンタ（WBC）検査の案内方法が変わります

　平成25年4月1日まで生まれの1歳以上を対象に年1回のＷＢＣ検査を実施します。
　ＷＢＣ検査は、検査日までの食生活によって結果が異なることから、検査時期が毎年同じにならないよう、市内を3つ
に地区分けをし、その地区ごとに検査時期をずらし、3回に分けてご案内します。

　これまでは、検査日時と検査場所を指定した検査案内を通知しておりましたが、平成２６年５月からは、検査案内が届
いたら、受検推奨期間内に都合の良い検査日時と検査場所（※①～③）を選んで受検いただけるようになります。
※検査場所／①中野病院 ②梁川病院 ③福島県労働保健センター
※検査場所により検査体制は異なります。 検査の詳細は、検査案内にて個別にお知らせします。

福島県労働
保健センター

都合の良い
検査日時と
検査機関を
選んで

受検できます。
伊達市 案内通知 伊達市民

（対象者）

中野病院

梁川病院

●検査案内と受検のイメージ

○ △

POST
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●「お茶のみ会」 健康相談・ミニ講話

●個別相談と家庭訪問

●地域コミュニケーション交流会

問

「元気アップ復興隊」活動開始

　震災から3年が経過しましたが、健康な生活を送るためには心と体の健康をバランスを保つことが大切です。 様々
なストレスの蓄積により、心の不調をおこす方も増えてきています。 あなたの健康な暮らしを元気アップ復興隊が応
援します。

健康福祉部 健康推進課 ☎575-1116 問 健康福祉部 健康推進課 ☎576-3510

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1116

「元気アップ復興隊」とは／臨床心理士・作業療法士・保健師・保育士等 からなる専門グループです。

　ミニ講話は ①ストレス解消 ②
放射能Q＆Aです。 お一人お一人
の健康相談をし、ミニ講話とお茶
会をして軽体操などを実施します。

　ストレス相談を個別でいたします。 臨床心理士と保
健師の専門スタッフが自宅にお伺いし、ゆっくりお話
を聞きます。 

　隣近所の方との交流を
復活させ、楽に生活がで
きるように応援します。 
地域の町内会に臨床心理
士などのスタッフがお伺
いします。

●出前ミニ講座
　山形市･米沢市で、臨床心理士他専門スタッ
フによる出前教室を開催します。

●お帰りなさい訪問

●お遊び･おしゃべり場

　保健師が乳幼児の保護者の方に育児相談・
健康相談･サービスの案内をします。

　臨床心理士と保育士等で乳幼児を持つお母さんの育児相談・
心理相談をします。

●個別相談･家庭訪問
　放射能･放射線の不安相談をお伺いします。

●幼児健診でのストレスのフォロー

●お父さん･お母さんの
　ストレス相談

●ふれあい親子遊び

　健診で臨床心理士のストレス相談を充実させます。
また保育士の子どもお遊び
相談もします。

　臨床心理士と保健師が個
別面談でお悩みを聞きます。

　専門保育士による子ど
もの発達を促す遊びの
教室を開催します。 また
臨床心理士によるメンタ
ルフォローもします。

地域へお伺いします

自主避難帰還者の応援をします

子育ての応援をします

「元気アップ復興隊」はどんなことをしてくれるの?

「元気アップ復興隊」活動開始

「元気アップ復興隊」はどんなことをしてくれるの?



応急仮設住宅、借上げ住宅の入居期間の延長について

　現在お住まいの応急仮設住宅・借上げ住宅の入居期間が、平成27年3月31日までに延長されました。 入居を継続する
には契約更新の手続きが必要です。 まだ手続きが済んでいない方は、住居管理者（不動産業者など）にご確認ください。

5

市民生活部 市民生活課 ☎575-1126問

市民生活部 市民生活課 ☎575-1126問

母子避難者等に対する高速道路無料措置期間の延長について

　原発事故による自主避難等により二重生活を強いられている家族の再会を目的とした高速道路の無料措置期間が、
平成27年3月31日までに延長されました。 延長に伴う手続きは不要です。

　今回の取り組みでは肥満傾向の解消には直接つながりませんでしたが、アドベンチャー教育の大きなねらいである
「楽しく教室に参加できたか」の問いでは95%の児童が楽しかったと回答し、すこやか教室の今後の展開に期待が持て
るところです。 そして、新年度から子ども達が楽しく運動し、健康に成長することを願って、事業を進めて参ります。 　
　

▲約50％の児童が「以前より学校
　が楽しく感じる」「友達と協力す
　るようになった」「体を動かすこ
　とが好きになった」等の精神的な
　プラス効果が見られました。

「楽しく運動をし、生きる力をつける取り組み」

　原発事故後の運動不足解消と肥満予防を目的として今年度より実施した「すこ
やか教室」が3月10日で終了しました。 教室は、市内の１７小学校で延回数９０回・
児童5,600人が参加しました。
　今回は参加した学校の内、モデル校として全学年を対象として10回程度実施
した小国・富野・五十沢の各小学校児童にアンケートをした結果について報告し
ます。

～平成25年度「すこやか教室」事後アンケート結果～

●すこやか教室をやる前とあとで、自分が変わったなと思うことは？
（複数回答あり）

Q

　今回、各校の先生方にもご協力いただき、業間（休み時間）や授業にて取組みました。 従来、「学力向上」とは真逆に
捉われていた「遊び（運動）」が、身体と精神の成長を育む上でとても重要であることが判っています。 ご家庭でもぜ
ひ親子で「遊び（運動）」をシェアしてみてはいかがでしょうか。

講師コメント

※旧特定避難勧奨地点指定世帯の無料措置も同様です。

（株）コーチズ伊達 大内 克泰さん

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1116

※すこやか教室／アドベンチャー教育に基づいたライフスキルを身体と脳を動かし、アクティビティ（活動）
を通して学習するプログラム。 児童が楽しく運動に取り組むことができることも大きなねらいです。

自主性 38%

36%

46%

15%

22%

44%

45%

頑張る

学校が楽しく

ほめられる

遊ぶ

協力

体を動かす

0 10 20 30 40 50（%）



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 （3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)

3/18 3/9 2/28 2/283/18 3/9測定地点

問

B エリア

［作業進捗・道路
側溝除染作業］
●：終了
▲：作業中
△：準備中 

すべての除染業務が終了しました。

C エリア

※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

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

すべての除染業務が終了しました。

伊達総合支所 正面駐車場 0.21 0.19 0.19 下小国中央集会所 入口※ 0.36 0.34 0.20

梁川総合支所 正面銅像前 0.18 0.18 0.16 岩代小国郵便局 国道路肩 0.27 0.25 0.18

保原本庁舎 正面駐車場※ 0.26 0.26 0.22 末坂バス停留所 県道路肩 0.50 0.44 0.26

富成郵便局 県道路肩 0.25 0.23 0.19 大木バス停留所 県道路肩 0.24 0.22 0.18

富成沼田地区石名坂 屯所入口県道路肩 0.59 0.55 0.40 月舘総合支所 駐車場 0.19 0.14 0.15

富成グリーンタウン タウン内公園 0.41 0.33 0.23 国道399号飯舘村境 国道路肩 0.47 0.32 0.29

富成十区集会所 入口 0.63 0.48 0.35 月舘相葭公民館 県道路肩 0.55 0.43 0.32

霊山総合支所 駐車場 0.24 0.23 0.20 掛田上組集会所 市道路肩 0.40 0.40 0.41

霊山パーキング 駐車場中央※ 0.21 0.16 0.14 掛田日向前団地 集会所前 0.33 0.37 0.19

坂ノ上集会所 入口 0.31 0.25 0.21 県道臼石月舘線飯舘村境 県道路肩 1.30 0.91 0.86

八木平バス停留所 回転場中央 0.26 0.21 0.13 大柳字栃窪 市道路肩 0.47 0.42 0.31

小国ふれあいセンター 駐車場※ 0.23 0.21 0.15
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