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「低線量被ばくについて」
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だて
復興・再生
最前線

震災後に復興再生の主要道路として早期開通を目指していた
国道 349 号御代田バイパスが完成し、7月 10 日に御代田トン
ネル（509㍍）の舘ノ腰側で安全祈願祭・開通式が行われました。
命と生活を守る大切な道路として、また、阿武隈地域の重要な
縦貫道路として復興再生への加速が期待されます。

国道349号御代田バイパス開通
復興再生の加速へ

原発事故から4年、福島第一原発周辺の浜通りの自治体では、本格的な除染と共に中間貯蔵施設の整備が行われ
つつあります。一方、旧避難指示地域であったものの、線量の低い楢葉町では9月5日に避難地域の解除が行われ
ることが決定しました。
この避難解除については住民から賛成、反対など様々な意見がありますが、これは放射線に対する恐れや危険に
ついての考えに違いがあるためです。
この放射線への感覚は、当市においても同様なものがあります。例えば、自主避難している人は、「残っている人
も避難した方が良い」と考えていますし、避難していない人は、「現在の線量は健康に影響のない程度なのだから、
もう戻ってもかまわないのに・・」と考えているということです。
この根本原因は、低線量被ばくの健康影響が科学的にはっきりしていないからです。
広島、長崎の原爆被害者について、戦後すぐに今の放射線影響研究所が医学的影響について約12万人を対象に長

年調査を続けてきた結果、強い放射線に対しては一定の健康被害があると結論付けられているのに対して、低放射
線量下での調査研究結果はないのです。広島等の結果は年間100ミリシーベルト以上被ばくした場合、一定の影響
があるというものに対し、100ミリ未満については定説がないのが現状です。
低線量の影響についての研究では、最近の報告でも50ミリ被ばくした場合、5ミリ未満と比較してやや差が見ら

れるというような内容で、いずれも数ミリから数十ミリ単位のレベルです。伊達市のように年間1ミリシーベルト以
下の現状から見ると、放射線による健康被害は無視できる程度と考えられます。
むしろ、放射線を過度に恐れることでの運動不足などによる健康被害が心配されるところです。産業技術総合研究所
の中西準子先生は、ある危険を回避するとまた別の危険が表面化する「リスクトレードオフ」という考えを持つべきで
あると指摘していますが、当市はそうした観点から、放射能対策は総合的に行うべきと考え取り組んでいるところです。
先日、子どもの運動不足解消のために、保原、梁川の屋内運動場をオープンし、今夏においても、リフレッシュの

ためのサマーキャンプなどを実施します。また、未除染問題で遅れておりました側溝除染を延べ400キロメートル、
蓋無し防火水槽326箇所の除染を実施することとしておりますので安心して頂きたいと思います。

伊達市長　仁志田�昇司
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『元気アップ復興隊』は原発事故後の心身のケア
をするために、伊達市で結成したケアチームです。
（チームメンバー：臨床心理士・保健師・作業療法士・
保育士など）
元気アップ復興隊では、町内会やサロンに伺い、

「お茶のみ会」（ストレス解消教室）を開催していま
す。(26 年度実績：52回開催、延べ 671 名参加 )
このお茶のみ会では、健康相談時にストレス
チェックを行っています。この結果を見てみると、
心理的ストレスが高めの方は 47％であり、全国平
均（28％）と比べると高い状況です。元気アップ復
興隊では、ストレスの高い方に対しては、相談のた
めに戸別訪問したり、お茶のみ会の中で参加者同士
が一緒に、会話したり体操したりして、ストレス軽
減できるよう取り組んでいます。

お茶のみ会（ストレス解消教室）の内容

○開催当日のスケジュール（例）

　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）

� フリートーキング（お茶のみ会）

　15：00～� ラフターヨガ（笑いのヨガ）

　15：30� 終了

伊達市から避難されている方が現在お住まいの応急仮設住宅・借上げ
住宅については、供与期間が平成 29年３月末まで１年延長されました。
平成 29 年４月以降は、災害救助法による対応から、新たな福島県の支
援策へと移行されます。支援策の内容については、次のフリーダイヤル
までお問い合わせください。
《福島県　被災者のくらし再建相談ダイヤル　0120-303-059》

市長直轄 放射能対策課 ☎ 024-575-1126

元気アップ復興隊による「お茶のみ会」元気
アップ
復興隊

◎希望される団体は健康推進課までお問い合わせください。
健康福祉部 健康推進課 ☎ 024-575-1153

応急仮設住宅・借上げ住宅の供与期間延長について支援
support

健康相談（ストレスチェック）

ラフターヨガ（笑いのヨガ）
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　ガラスバッジによる外部被ばく線量測定にかかる集計結果（中間報告）をお知らせします。

○対象者及び実施期間
　　　　平成 26年 7月～平成 26年 12月測定　※年間分として、６ヶ月間×２で算出。
　　　　対象者 13,706 人（0～ 15歳、妊婦、Ａエリア、モニタリング抽出者、希望者）　

対象者全体及び除染エリア別平均値（年間追加被ばく線量）

　平均値は、年々減少しています。
　今回の市全体平均は 0.62mSvで、前回から�0.14mSvの減少が見込まれます。

対象者全体の人数分布

　�線量別人数分布においては、年間１mSv未満の方が 81.4％となり、前回（73.9％）と比べ、約 7.9 ポイ
ントの増加が見込まれます。

外部被ばく線量測定の集計（中間報告）健康
news
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健康福祉部 健康推進課 ☎ 024-575-1153

（前　回）平成 25年 7月～平成 26年 6月測定　　【対象者】21,080 人（0～ 15歳、妊婦、Ａ・Ｂエリア、モニタリング抽出者、希望者）

（前々回）平成 24年 7月～平成 25年 6月測定　　【対象者】52,783 人（全市民対象）

年間追加
被ばく線量
（mSv）
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放射能健康管理事業の取組みcolumn
コラム
市で行っている健康管理対策の平成 26年度結果について、市政アドバイザーである宍戸文男さん
に解説していただきました。

●年に４回まで受検できます。
　�　今年度から、複数回（年４回まで）の受検ができます。すでに受検した方でも、食生活が変わったなど、
気になる場合は再受検して確認してください。

東日本大震災から４年が経過してきた中で、伊
達市では、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を継続して取組んでいます。
ガラスバッジ（GB）測定では、平成 26 年 7
月～ 12月の 6ヶ月間に着用いただいた 13,706
人のデータを年間に換算してみると、伊達市の
平均は、年間 0.62mSv となり、81.4%の人が
1.0mSv 未満という結果となっています。比較
的線量が高いとされているAエリアでは、平均
で年間 0.86mSvと、昨年の値に比べ 0.14mSv
の線量減少が見られています。
ホールボディカウンタ（WBC）検査では、平
成 26 年度には 11,595 人の方が受けています
が、受検者全員で預託実効線量が 1mSv未満と
いう結果でした。内部被ばくについては、日常
生活において、国で定めた基準値を超える食物
等を食べ続けないことや、ＷＢＣ検査により確
認することが大切です。
被ばく線量の評価は、外部被ばく線量（GB）

と内部被ばく線量（WBC）を合わせて行う必要

がありますが、外部および内部被ばく線量ともに
1mSv以下であり、合算しても健康への影響を
心配するような線量とはならないと思われます。
心と体のケア事業では、少しでもストレス軽
減を図ろうと、元気アップ復興隊による「お茶
のみ会」が 52 回開催されています。このお茶
のみ会では、現在抱える震災等によるストレス
を、仲間同士で会話したり、ストレッチ体操や
ヨガなどで軽減を図っています。放射線の健康
影響を心配して生活している中でも、こういっ
たストレス解消を図りながら、健康な生活を送
ることが大事であると感じます。
最後になりますが、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、生活習慣病健診（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。

　　福島県立医科大学名誉教授
　　伊達市市政アドバイザー　宍戸　文男

　平成 26年度ホールボディカウンタ検査の受検状況について、お知らせします。

ホールボディカウンタ（WBC）受検者全員１ｍＳｖ未満健康
news

※預託実効線量／体内に取り込んだ放射性物質について、物理的半減期や生物学的半減期（尿や便
により体外に排出されること）を考慮して、一生の間（成人では 50年間、子どもでは 70歳まで）
に体内から受けると思われる内部被ばく線量。

●平成 26年度の受検状況
　（26年 4月～ 27年 3月）

対象者区分 受検者数

18歳以下 5,609 人

うち小中学生 4,798 人

19 歳以上 5,986 人

計 11,595 人

●受検者 11,595 人の検査結果
　全員が預託実効線量（※）１mSv未満でした。

健康福祉部 健康推進課 ☎ 024-575-1153

伊達市市政アドバイザー宍戸文男氏（福島県立医科大学名誉教授）より、　
「この測定結果からは、健康に影響が心配されるレベルの数値の方はいま
せんでした。」とのコメントをいただいております。

※�お知らせ　平成 27 年度の「だて復興・再生ニュース」は、年間 4回を
目安に随時発行していきます。伊達市の復興と再生に関する内容をお届
けしますので、どうぞご覧ください。


