
市民生活部 環境防災課 ☎575-1228

［編集・発行］伊達市放射能対策課 〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180 本庁舎3階 ☎575-1003

［今月の伊達］愛宕神社例大祭／4月29日（月・祝）～4月30日（火）

　一昨年３月の大震災・放射能災害の発生以来、災害対策本部を設置し、対策会議を開催のつど、市民の皆さんに現

在の状況や災害への対応についてお知らせする目的のため、災害対策情報を発行してきました。

　しかし３年目を迎え、震災被害の復旧もおおむね終わり、放射能災害についても除染と被曝管理について一定の目

途が立ってきつつあり、今後はむしろ完全に排除できない放射能の存在をある程度認めつつ、生涯を通じた健康管

理や永続的な農作物対策など、放射能に負けない新たな生活スタイルへの切り替えを通じて、復興から再生への転

換、新たに生まれ変わることが必要であるとの考えに至りました。

　そうした観点から、従来の「災害本部対策会議」は当面必要があるときの開催とし、新たに「復興・再生会議」を開催

することとしました。

　もちろん、放射能災害は収束しておらず、災害対策本部は設置中で災害の復旧・復興の過程にあるということに変

わりはありません。 現在、除染等により元の安全安心な故郷の状態、すなわち放射能がゼロという状態に戻すべく取

り組んでいるわけですが、これまでの経験から除染の限界ということも分かってきました。 今直ちに放射能をゼロに

はできない（Ｃs134の半減期は2年、Ｃs137は30年であり、かつ放射線の強さはＣs134：Ｃs137で7：3です。 これ

をもとに理論的に計算したものによると、10年で約23％、30年で約14％、50年で約9％に減少します）ことから、放

射能が生活の中に存在するということを認識した上での新たな生活を考えていく必要があるということです。

　先日、我々は「放射能に負けない宣言」をしました。 直ちに放射能を排除できなくとも健康管理などの面で継続的

に戦い続ける一方、チェリノブイリの報告にあるとおり精神的に負けないよう心がけることが大事であります。 

　だて復興・再生に向けて、新たな出発をしましょう。
伊達市長 仁志田 昇司
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第 号

伊達総合支所 正面駐車場 0.28 0.28 0.30 下小国中央集会所 入口※ 0.47 0.47 0.46
梁川総合支所 正面銅像前 0.25 0.23 0.25 岩代小国郵便局 国道路肩 0.38 0.36 0.36
保原本庁舎 正面駐車場※ 0.36 0.36 0.36 末坂バス停留所 県道路肩 0.72 0.71 0.74
富成郵便局 県道路肩 0.56 0.51 0.55 大木バス停留所 県道路肩 0.35 0.34 0.34
富成沼田地区石名坂 屯所入口県道路肩 0.89 0.89 0.96 月舘総合支所 駐車場 0.33 0.32 0.32
富成グリーンタウン タウン内緑道 1.16 1.07 1.13 国道399号飯舘村境 国道路肩 0.90 0.87 0.88
富成十区集会所 入口 1.01 1.03 1.05 月舘相葭公民館 県道路肩 0.95 0.92 0.92
霊山総合支所 駐車場 0.41 0.41 0.42 掛田上組集会所 市道路肩 0.51 0.53 0.54
霊山パーキング 駐車場中央※ 0.55 0.56 0.54 掛田日向前団地 集会所前 0.45 0.47 0.46
坂ノ上集会所 入口 0.65 0.65 0.64 県道臼石月舘線飯舘村境 県道路肩 2.24 2.25 2.40
八木平バス停留所 回転場中央 0.50 0.45 0.48 大柳字栃窪 市道路肩 0.82 0.83 0.85
小国ふれあいセンター 駐車場※ 0.39 0.38 0.38

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)

4/19 4/12 4/5 測定地点

問

「だて市政だより 災害対策号」と「除染推進センターだより」は4月から統合しました。

4/19 4/12 4/5

災害対策情報から復興・再生ニュースへ



放射能対策課 ☎575-1003問

除染モデルとして
モニタリング実施
除染モデルとして
モニタリング実施

白根地区の個人宅を巡り、玄関前を始め
住宅の周辺やホットスポットなどを測定。

　フキノトウはもう終わってしまいましたが、いよいよ本格的な山菜の季節が

やって来ました。 放射性セシウムの心配がなければ、自然の恵みを求めて山菜

採りに出かけたい、とお考えの方も多いのではないでしょうか。 残念なことに、

伊達市で昨年行われた測定では、山菜から比較的高目の濃度の放射性セシウム

が検出され、中には食品基準を越えてしまうものも見つかりました。 セシウムを

よく吸着する日本の土壌の性質から、今年の山菜は昨年よりセシウム濃度が低

くなるだろうと期待して居りますが、果たしてどういう結果になるでしょうか。

　測定で検出限界以下である食品しか召し上がらない方には“とんでもない

話”に聞こえるかも知れませんが、私は、野山がもたらす季節の恵みを楽しんで

も、皆さんの健康に悪い影響が起きるほど内部被ばくしないと確信しています。 

1シーズンに何キログラムもの山菜を召し上がる方はほとんどいらっしゃらな

いでしょうから、季節の山菜を十分堪能されても内部被ばくは１ミリ・シーベル

ト（約６万ベクレルの放射性セシウムを食べたときの内部被ばくの値）よりずっ

と少ないでしょう。 そして、1ミリ・シーベルトという内部被ばくの値ですら、人

が有害な健康影響を受ける放射線の量より遥かに低いものなのです。

　実は、私は去年、当時伊達市の市政アドバイザーをされていた田中先生たち

と飯舘村の長泥でタラの芽摘みをしました。 その場で油がくたびれるほど天麩

羅にして、たらふく食べましたが、そのときのタラの芽を東海村で測定して戴い

たところ、最大で1キログラム当たり千ベクレルの放射性セシウムを検出したも

のもあったそうです。 田中先生は、9月の規制委員長就任直前に福島第一原子

力発電所を視察されたとき、ホールボディ・カウンターの検査をお受けになりま

したが、結果は検出限界以下でした。

　もちろん、食品基準を越えるものを販売することは法律で禁止されています

し、大量に塩漬けにして一年中召し上がるつもりの方

は、ちゃんと測定して、一年間に食べる量が6万ベクレ

ルよりずっと少なくなることを確かめておく方が良い

でしょう。 しかし、食品基準を越えるかも知れないから

と言って、せっかくの自然の恵みを諦めてしまうのは、

山の神様に申し訳ないことだと思います。

○プロフィール

1951年2月10日生まれ（東京都）

1974年 東京教育大学理学部（物理）卒業

2007年～ NPO法人放射線安全フォーラム理事

2012年10月～ 伊達市放射能対策課の市政アド

バイザーとして委嘱

医療関係で放射線に携わってき

た経験を生かし、アドバイスいた

だいています。

○著書

「放射線物理学」オーム社（2nd ed. 2008）

「放射線放射能がよく分かる本」オーム社（2011）

山菜は食べちゃ
ダメですか？

市政アドバイザー

多田 順一郎

市政アドバイザー

多田 順一郎先生

C エリア

　4月10日から23日にかけて、梁川町白根地区で除染モデル作業とし

てモニタリングが実施されました。 今後、山舟生、五十沢、東大枝地区

でも、同様のモニタリング調査を行います。

復 興 再 生 コ ラ ム



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 （4月13日現在）

霊山町小国 425 425 100.00
霊山町石田東部・月舘町東部 118 101 85.89
保原町富成 449 245 54.57

工 区 対象戸数 除染済戸数  進捗率（％）

伊達 18 3 12
箱崎 9 5 1
伏黒 7 4 2
梁川 26 24 2
粟野 23 18 3
堰本 19 19
白根 12 12  ▲
山舟生 12 12

地区 町内会・
行政区数 終了 実施中

２次モニタリング・
除染

1次モニタリング

富野 13 12 1

五十沢 13 13  ▲
東大枝 7 7  ▲
大田 25 25 
保原 34 32 2
大石 11 11
泉原 1 1
計 230 198 22

保原町柱沢 545 545 100.00
霊山町掛田 1,018 645 63.36
計 2,555 1,961 76.75

工 区 対象戸数 除染済戸数  進捗率（％）

中川 157 ● 1 3,017 ● ●
山戸田（１工区） 82 ● 5 11,517 ● ▲
山戸田（２工区） 42
山野川 124 ● 1 4,736 ● ▲
石田 319 ● 1 8,270
月舘（１工区） 102 ● 1 7,214 ●
月舘（２工区） 111 

● 1 9,355
 ●

月舘（３工区） 57    ●
御代田（１工区） 105 ● 2 8,974 ●
御代田（２工区） 122 ● 2 7,424 ●
御代田（３工区） 132
糠田（１工区） 84 

● 1 9,161
 ● ▲

糠田（２工区） 109    ● ▲
布川（１工区） 95 ● 3 5,477 ● ▲
布川（２工区） 63
上手渡 55 ● 2 2,517 ● ▲
下手渡 90 ● 1 4,554 ●
上保原 1,570
八幡台・村岡 77 ● 2 3,334 ●
計 3,496  23 85,050

地区地域

地域 地区地域

世帯数
確保 箇所数

仮置場
業務発注 除染作業

面積（㎡）

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

　自主避難により二重生活となった母子等（妊婦を含む）と避難元

に残る父親等（妊婦の夫を含む）を対象に、平成25年4月26日(金)

から高速道路の無料化が実施されます。

　申請書の受付は、平成23年3月11日時点に居住していた市町

村で行います。

原発事故による母子避難者等に対する
高速道路の無料措置について

　現在お住まいの応急仮設住宅・借上げ住宅について、

入居期間が1年延長され、平成27年3月末までになりま

した。

※新規の受付は終了しています。

応急仮設住宅、借上げ住宅の
期間延長について

放射能対策課 ☎575-1003問

町内会・
行政区数 終了 実施中

２次モニタリング・
除染

1次モニタリング

伊達

霊山

月舘

保原

梁川

保原

霊山
梁川

A エリア

B エリア
［仮置場］
●：確保済
 ［業務発注］
●：発注済
 ［除染作業］
●：終了 
▲：作業中

［２次モニタ
リング・除染］
▲：作業中

C エリア



中野病院

梁川病院

保原

福島県労働保健センター（福島市）
霊山
月舘
伊達

梁川

検査時間／9：30～16：30
　なお、検査機関の都合に
よっては休みとなる日もあ
りますので、検査日時の変
更をされる際は、電話にて
お問い合わせください。

検査時間／9：30 ～12：30
5月18日、 6月8日・15日、 7月6日・20日

検査時間／9：30 ～12：30
5月18日、 6月1日・15日、 7月6日・20日

検査時間／9：00 ～12：00
5月11日、 6月1日・8日、 7月6日・13日

検査場所 対象地区
（住所地）

7月までの検査実施日時

月～金曜日（土日祝日を除く） 土曜日（祝日を除く）

5月14日(火) 保原保健センター
伊達市保原町大泉大地内100

☎024-575-1116
◎予約制となります

5月21日(火) 9:30～11:30

5月28日(火)

月日 時間 場所･連絡先

健康福祉部 健康推進課 ☎575-1116問

ホールボディカウンタによる内部被ばく検査のお知らせ

●２回目の検査案内実施

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！食べ物に神経質になっている！ 

子どもは大丈夫！ どんなことでも、気軽に相談してください。

伊達放射能健康相談窓口のご案内

放射能･放射線については、何度聞いても理解しにくいも

のです。 いまさら聞けないと感じていること等に答えます。 

町内会や各組織からの申請により出前ミニ講話にうかが

います。

出前 放射能Q＆Aミニ講話のご案内

　平成24年度末までに、一度も受検していない人は、伊達市内部被ばく検査受付専用ダイヤルへ連絡のうえ受検するよう

お願いします。

【対象者】 ５歳以上の未受検者 ※平成２３年３月１１日以降の転入、転出者を含む。

●未受検者の方へ

　今年度の新４歳児（平成２１年４月２日以降生まれの人）は、誕生日以降に、随時検査の受付をしますので、伊達市内部被ば

く検査受付専用ダイヤルへ連絡のうえ受検するようお願いします。

●新４歳児の保護者様へ

　５月から土曜日午前中の検査を一部実施しますので、仕事の都合などで祝日を除く月から金曜日に検査を受けられない

人は、伊達市内部被ばく検査受付専用ダイヤルへ連絡のうえ受検するようお願いします。

放射線安全フォーラム会員 半谷輝己さんが答えます。

医学的なことは医師の相談会に案内する場合もあります。

伊達市内部被ばく検査受付専用ダイヤル ☎０２４-５７５-１１５３

○予約受付日時／土日祝日を除く月～金曜日 ９：００～１７：００

●土曜日検査開始のお知らせ

［検査場所と検査実施スケジュール］

［検査の予約受付］

※実施日は次の検査実施スケジュールを参照願います。

？？？

　５月から、４歳以上の市民を対象に、２回目の検査案内を、比較的線量の高い地域から順次実施します。

【４～６歳児、高校生以上の人】 個別に検査日時を通知します。

【小中学生】 市内の各小中学校を通して検査案内をします。

※通知により検査日時を指定しての
　案内をします。

※電話により検査受付します。


