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　Cエリアについての放射能に対する不安、要望等に関する調査表を書いていただきましたが、その回収結果の集計がま
とまりましたので、本紙の４ページに掲載しました。

　これによると、回収は全体（16,262世帯）の30％弱の4,750世帯で、このうち68％の3,230世帯が不安を持っていると
答えております。 さらにこれを内容により分類しますと、除染を望む方がもっとも多く1,499世帯45.7％で、次はモニタリ
ングを望む方で360世帯11％、健康対策の強化を望む方が249世帯7.6％などでした。
　この調査表から、放射能対策の手段として除染に対する期待が非常に大きいことがわかります。 この除染を望む意見の
中も、「とにかく全面除染を。」と言うものから、「側溝の除染を早くやって欲しい。」という意見など多岐にわたっています。

　また、地域別に見ますと、Bエリアに近い世帯や他市町村に近い地区が除染を望む割合が高いようです。 これは除染状
況をまじかに見ることとなった結果、何故自分の所は除染がされないのかという疑問と共に、除染をしてもらわないと安

心できないと考えている方が多いということがうかがえます。

　今回のフォローアップ除染は、どうしたら安心の気持ちを持って頂けるかということにあるわけですので、調査表に基

づきそれぞれの世帯ごとに個別に対応をして参りたいと考えております。 具体的には、専門チームを編成して、当該世帯
についてもっと具体的に要望や不安な点についてお聞きし、丁寧に対処していくようにしたいと考えており、今その準備

を進めております。

　「科学的には安全だ」と言っても、それが市民の心の安心に繋がっていないという現実は他市町村でも課題となってお

り、過日、福島市、郡山市、相馬市、それに当市の４市で国に対し、「こうした市民の不安と除染のあり方などの問題につい

て、国として明確な指針及び具体的対処についてを示してもらいたい」と要望したところです。

　当市が当初計画した除染についてはおおむね終了しましたので、これからは市民の安心を確保するためのフォロー

アップ除染と、我々の生活に潤いを与えてくれる自然の回復のための里山の除染に取り組んでいきますので、よろしくお

願いいたします。

放射能に関する調査表について放射能に関する調査表について

がれきに花を咲かせよう
保原高校「花がれき」を環境省などに贈呈

だて
復興・再生
最前線

　保原高校美術部員は3月24日、都内の環境省、復興庁、原子力規制庁をそれ
ぞれ訪問し、震災で崩れた同校校舎のがれきに花の絵を描いた「花がれき」の

贈呈を行いました。

　同校は「がれきに花を咲かせようプロジェクト」として、絵画で人々に勇気と希

望を与える活動をしています。 今回は、復興の花が少しでも多く咲き始めること
を願い、復興に関係する各省庁に「花がれき」を贈ることとなりました。

　各省庁には美術部佐藤紀子部長、熊倉淳紘副部長、鈴木拓斗副部長と顧問の番匠

あつみ教諭が訪問。 仁志田昇司市長も同行し、環境省では石原伸晃環境大臣と浮
島智子環境大臣政務官へ、復興庁では根本匠復興大臣へ、原子力規制庁では田中俊一原子力規制委員長へ、それぞれ贈りました。

伊達市長 仁志田 昇司

左から、仁志田市長、番匠教諭、保原高校美術部員、
石原環境大臣、浮島環境大臣政務官。「花がれき」を手に笑顔。



　元気アップ復興隊（臨床心理士・保健師・作業療法士・保育士など）があなたの地区やサロンに伺い、健康相談とストレ
ス解消についての出前講座を開催いたします。
　震災から４年目となりましたが、様々なストレスをか
かえて、心の不調を訴える方もおります。 ぜひ専門の
スタッフとおしゃべりしてみませんか。

◎希望される団体（町内会・サロン・サークルなど）は、健康推進課までお問い合わせください。

13：30～ 健康相談（問診と血圧測定）

14：00～ ミニ講話「ストレスとは」
 リラクセーション体験（ストレス軽減）

14：50～ お茶会　フリートーキング 

15：10～ 軽い体操やレクレーション

15：40 終了 

5月13日（火）
実施日 時 間 場所・連絡先

保原保健センター ☎575-1153 
5月20日（火）

◎予約制となります
9：30～11：30

5月27日（火）

●相談員
　放射線安全フォーラム会員 半谷 輝己さん

保原町大泉大地内100
　医学的なことは医師の相談会にご案内する場合もあ
ります。

問

「元気アップ復興隊」がお伺いいたします!!「元気アップ復興隊」がお伺いいたします!!

住まいの復興給付金制度について住まいの復興給付金制度について

健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153

問 市民生活部 放射能対策課 ☎575-1126

時 間 内 容
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出前ミニ講座・健康相談

　放射線･放射能の不安が原因で、体調が不安定！ 眠れない！ 食欲もない！ イライラして怒ってしまう！ 神経質といわれる！
どんな相談でもＯＫです。 お話してみませんか。

　平成２６年４月１日から消費税が８％に引き上げられました。 これに伴い、国の制度として、４月以降、東日本大震災によ
り損壊した家屋の補修、もしくは半壊以上の被害を受けて新たに住宅を取得した場合に、３％増額分が助成されます。
　制度の内容、申請対象、申請書類等は、ホームページまたはコールセンターでご確認ください。

なお、本庁放射能対策課（３階）及び
梁川分庁舎管理課（２階）で、
申請書の配布等が出来ますのでご利用ください。

伊達放射能健康相談窓口

※元気アップ復興隊の具体的な活動内容については
　平成26年3月号の「だて復興・再生ニュース」をご覧ください。

※補修の申請の際は、補修前後の写真が必要になります。

●講座の例

住まいの復興給付金事務局              ☎0570-200-246（有料） （受付時間／9：00～17：00 土・日・祝日を含む）

http://fukko-kyufu.jp

●コールセンター

●ホームページ



ホールボディカウンタ（WBC）検査の案内スケジュール
　本年度のWBC検査は、混雑を避けるため、3回に分けてご案内します。
　また、検査日までの食生活の状況によって検査結果が異なることから、来年度からは、対象地区ごとに案内時期を順
番に変えていきます。

●保原の一部（十日町・宮城・宮本・五日町・鉄元・久保・二六・猫川・小蓋・中瀬・晦日町・小幡・
　泉町・西町・柏町・柏東）
●粟野 ●白根 ●東大枝 ●伏黒 ●伊達 

ホールボディカウンタ（WBC）検査は、
3機関どこでも受検できるようになります

　本年度も平成25年４月１日まで生まれの市民を対象に、年１回のＷＢＣ検査を実施します。 平成26年5月からは、中野
病院、梁川病院、福島県労働保健センターのいずれかを選んで受検いただくことができます。

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153

※市内の学校に就学している小中学生は、学校を通してご案内を予定しています。
※受検推奨期間以外でも受検できます。 案内通知が届く前に受検を希望される場合は、健康推進課までお問い合わせください。
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※検査体制は検査機関によって異なります。詳細は、検査案内にて個別にお知らせします。 

●検査案内のイメージ

●検査案内対象地区

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第1回通知対象地区

第1回
（4月18日発送済）

●大田 ●保原の一部（八幡町・村岡・赤橋・市柳・中村） 
●梁川の一部（南北本町・小梁川・古町・大町・塩野川・希望ヶ丘・上町・足駄木・天神町・清水町・
　元陣内・内町） 
●富野 ●山舟生 ●五十沢 ●掛田 ●上手渡 ●下手渡 ●月舘 ●御代田 ●箱崎

第3回
（10月中旬発送予定）

●富成 ●柱沢 ●上保原 ●堰本 
●梁川の一部（青葉町・桜町・広瀬町・幸町・新開・大舘・御八郎・八南本町・田栄町・本町・中町・
　中久保・右城町）
●上小国 ●下小国 ●石田 ●霊山 ●相葭 ●布川 ●糠田

第2回
（7月中旬発送予定）

案内
通知 受検推奨期間

第2回通知対象地区

案内
通知 受検推奨期間

第3回通知対象地区

案内
通知 受検推奨期間

検査案内通知回数
（通知時期）

対　象　地　区
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市民生活部 放射能対策課 ☎575-1003問

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

調査票の結果について調査票の結果について

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)

4/15 4/7 3/31 4/15 4/7 3/31測定地点

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※ 0.37 0.36 0.36

梁川総合支所 正面銅像前 0.18 0.19 0.18 岩代小国郵便局 国道路肩 0.31 0.27 0.28

保原本庁舎 正面駐車場※ 0.26 0.26 0.26 末坂バス停留所 県道路肩 0.50 0.49 0.49

富成郵便局 県道路肩 0.24 0.25 0.24 大木バス停留所 県道路肩 0.27 0.23 0.23

富成沼田地区石名坂 屯所入口県道路肩 0.58 0.53 0.58 月舘総合支所 駐車場 0.17 0.18 0.18

富成グリーンタウン タウン内公園 0.38 0.38 0.41 国道399号飯舘村境 国道路肩 0.60 0.59 0.59

富成十区集会所 入口 0.70 0.64 0.65 月舘相葭公民館 県道路肩 0.61 0.58 0.58

霊山総合支所 駐車場 0.23 0.22 0.23 掛田上組集会所 市道路肩 0.43 0.38 0.37

霊山パーキング 駐車場中央※ 0.30 0.30 0.30 掛田日向前団地 集会所前 0.31 0.31 0.32

坂ノ上集会所 入口 0.45 0.41 0.45 県道臼石月舘線飯舘村境 県道路肩 1.52 1.43 1.49

八木平バス停留所 回転場中央 0.33 0.30 0.30 大柳字栃窪 市道路肩 0.45 0.43 0.45

小国ふれあいセンター 駐車場※ 0.24 0.24 0.24

C エリア

調査票集計結果1

今後の対応2

（１）調査票回収状況（平成26年２月28日現在）

区 分

 送付数 4,316 5,727 5,666 553 　　　― 16,262
 回収数 1,133 1,635 1,674 211 97 4,750
 回収率 26.3% 28.5% 29.5% 38.2% ― 29.2%

伊達　　　　　梁川　　　　　保原　　　　　霊山　　　　　不明　　　　　合計

（２）「安心」「不安」の状況

区 分

 安心 334 575 433 56 13 1,411 29.7%

 不安 785 1,016 1,212 147 70 3,230 68.0%

 未回答 14 44 29 8 14 109 2.3%

 合計 1,133 1,635 1,674 211 97 4,750 100.0%

伊達　　　　梁川　　　　保原　　　　霊山　　　　不明　　　　合計　　　　割合

（３）放射能対策で希望する内容

区 分 件数 割合
地 域

 健康対策 249 7.6% 59 92 84 7 7
 食品・風評被害対策 116 3.5% 24 35 41 11 5
 モニタリング 360 11.0% 92 151 102 9 6
 除染 1,499 45.7% 352 565 472 82 28
 賠償 162 4.9% 40 53 56 7 6
 その他 897 27.3% 247 312 284 29 25
 合計 3,283 100.0% 814 1,208 1,039 145 77

伊達　　 　　梁川　　 　　保原　　　 　霊山　　　　不明　

●回収率は29.2％でした。 ●回答のうち安心と答えた方は29.7％、不安と答えた方は68％でした。
●対策の希望では、最も多いのが除染の45.7％であり、次いでモニタリングが11.0％、健康対策の7.6％と続いています 。

❶調査票の記述内容が多様であることから、今後調査票をもとに個別具体的に対応してまいります。
❷（仮称）フォローアップ除染チームを編成し、今月より詳細モニタリングを実施します。

市民生活部 放射能対策課 ☎575-1003問


