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だて市政だより 災害対策号   【第5４号】 
平成24年３月29日発行 

 

 

まもなく24年度を迎えます、時は確実に過ぎていきます。 
 東日本大震災前の海外旅行では、どの国に行っても「日本からの旅行者です」のあと
「日本のどこですか」と尋ねられ、「福島です」と答えても福島を知っている現地の人
は一人もいなかったそうです。しかし、今、海外に行き「福島から来ました」と答える
と、大きな反響があるそうです。 

今や世界中が知っている福島県、フクシマです。私たちは、日本全国さらに世界の多
くの人から支援と応援をいただいています。教育関係では、サマーキャンプや慰問、多
くの励ましの支援物資などが子どもたちに届けられ、人の親切や温かさを子どもたちは
身をもって感じています。伊達市はそれだけ困難な状況にあると多くの人が見ています。
私たちは、温かな応援や支援をしてくれる人たちの熱い思いに応えなくてはならないと
考えます。 

３月半ば、テレビで福島市のＷ中学校の１年間のことが取り上げられていました。卒
業生はインタビューに「福島のために働きたい」「医者になる」「カウンセラーになる」
「社会の役に立つ人になる」などと答え、ニュースキャスターが「あの環境の中で立派
な中学生に育っていますね」と論評していました。 

苦難や困難は人を成長させるといいます。Ｗ中学校の生徒たちが成長しているように、
伊達市の子どもたちもさらに大きく成長してほしいと思います。そのためには、この困
難に立ち向かう私たち大人の努力を示していくことが大切だと思います。 

伊達市においても、平成24年度は住宅地の除染、ホールボディカウンターの購入と
検査、臨床心理士による地域ごとのミーティングの開催などを行う予定です。 

福島県内の多くの教育関係者が、「伊達市は放射線の課題によく取り組んでいる、一
生懸命の取り組みを見習いたい」と話してくれています。私も全国で最も頑張っている
伊達市と自負しています。子どもたちも大きく成長しているはずです。放射能を正しく
理解し、放射能を怖がらず、伊達市を支援してくれている人たちの恩に報いるためにも、
この24年度、伊達市の皆で放射線に立ち向かっていきたいものです。 
 

伊達市教育委員会 教育長 湯田 健一 
 
 
 
   
放射線測定値（市測定、★印は県測定） [単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時間]

測定地点 3/26 3/23 3/21 測定地点 3/26 3/23 3/21

伊達総合支所 正面駐車場 0.42 0.40 0.44 八木平バス停留所 回転場中央 0.80 0.83 0.78

梁川総合支所 正面銅像前 0.33 0.35 0.35 小国ふれあいセンター 駐車場★ 1.12 1.10 1.10

保原本庁舎 正面駐車場 0.47 0.47 0.48 下小国中央集会所 入口★ 0.80 0.82 0.80

富成郵便局 県道路肩 0.76 0.79 0.70 岩代小国郵便局 国道路肩 0.87 0.84 0.88

富成沼田地区石名坂 屯所入口県道路肩 1.45 1.45 1.40 末坂バス停留所 県道路肩 1.33 1.44 1.38

富成グリーンタウン タウン内公園 1.55 1.58 1.54 大木バス停留所 県道路肩 0.61 0.62 0.60

富成十区集会所 入口 1.88 2.09 1.71 月舘総合支所 駐車場 0.55 0.49 0.51

霊山総合支所 駐車場 0.66 0.71 0.66 国道399号飯舘村境 国道路肩 1.22 1.20 1.09

霊山パーキング 駐車場中央★ 1.29 1.26 1.24 月舘相葭公民館 県道路肩★ 1.64 1.59 1.56

坂ノ上集会所 入口 0.88 0.96 0.88 ○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 

■感謝のため、放射線に立ち向かう 
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                          〔単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏〕 

地区 測定品目 
測定 
件数 

放射性セシウム
地区 測定品目 

測定 
件数 

放射性セシウム
最小値 最大値 最小値 最大値

伊
達 

伊達 ダイコン 1 検出せず 検出せず

保
原 

金原田 米（精米） 2 検出せず 1.2

箱崎 
ジャガイモ 1 検出せず 検出せず

二井田
米（精米） 1 検出せず 検出せず

ダイコン 1 検出せず 検出せず ホウレンソウ 1 検出せず 検出せず

伏黒 米（精米） 2 検出せず 検出せず

保原

米（玄米） 1 検出せず 検出せず

梁
川 

梁川 

米（精米） 1 検出せず 検出せず リンゴ 1 27.8 27.8

ダイコン 1 検出せず 検出せず ブロッコリー 1 検出せず 検出せず

アサツキ 1 検出せず 検出せず アサツキ 1 検出せず 検出せず

キャベツ 1 検出せず 検出せず ホウレンソウ 1 37.1 37.1

タマネギ 1 検出せず 検出せず ビワの葉 1 4650.0 4650.0

ダイズ 1 検出せず 検出せず

霊
山 

掛田

ハクサイ 1 4.5 4.5

二野袋 
米（玄米） 1 検出せず 検出せず ニンジン 1 検出せず 検出せず

ダイズ 1 検出せず 検出せず ジャガイモ 1 検出せず 検出せず

大関 
米（精米） 1 検出せず 検出せず 山野川 ジャガイモ 1 検出せず 検出せず

ネギ 1 検出せず 検出せず

中川

米（精米） 1 8.1 8.1

新田 米（精米） 2 検出せず 12.1 米（玄米） 1 100.7 100.7

細谷 米（玄米） 1 34.0 34.0 シュンギク 1 検出せず 検出せず

白根 

米（玄米） 1 検出せず 検出せず
上小国

米（精米） 1 17.4 17.4

フキノトウ 1 183.0 183.0 米（玄米） 1 27.4 29.4

アズキ 1 検出せず 検出せず

月
舘 

月舘 キャベツ 1 検出せず 検出せず

山舟生 フキノトウ 1 67.0 67.0
御代田

米（精米） 2 4.0 5.6

舟生 米（精米） 1 検出せず 検出せず ゴボウ 1 1.4 1.4

保
原 

上保原 米（精米） 1 検出せず 検出せず 糠田 米（玄米） 1 67.7 67.7

富沢 

米（精米） 1 検出せず 検出せず 上手渡 ハクサイ 1 検出せず 検出せず

ナガイモ 1 17.8 17.8 下手渡 コマツナ 1 1.0 1.0

アズキ 1 10.9 10.9

市外 

米（精米） 3 検出せず 22.2

柱田 

米（精米） 1 検出せず 検出せず 米（玄米） 1 26.9 26.9

米（玄米） 1 検出せず 検出せず もち米 1 2.2 2.2

フキノトウ 1 366.0 366.0 クキタチナ 1 19.2 19.2

所沢 リンゴ 1 67.0 67.0 キャベツ 1 検出せず 検出せず

大泉 ブロッコリー 1 10.4 10.4 ネギ 1 検出せず 検出せず

【食品衛生法の暫定規制値】セシウム：セシウム134と137の合計で500ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏ 

【簡易分析器について】施設によって分析器の機種が異なり、機種によって検出下限値（検出可能な最

小の量）が異なります。測定結果は、出荷や販売等の目安となる数値ではありません。 

【表記について】「検出せず」は、セシウム含有量を検出できる数値以下だったことを示します。 

○問 産業部 農林課 ☎577-3173 

 
 
 
 

                             [単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏] 

品 目 採取日 ヨウ素 セシウム134 セシウム137 

農産物 ブロッコリー 3/19 検出せず（＜9.6） 検出せず（＜15） 検出せず（＜13）

畜産物 鶏肉 3/23 検出せず（＜5.6） 検出せず（＜9.5） 検出せず（＜8.8）

「検出せず（＜検出下限）」と表記されている項目は、放射性物質が検出されなかったことを示します。

なお、検出下限値（検出可能な最小の量）は、測定試料（重量、密度、容積など）の影響を受けるため、

１測定ごとに異なります。また、実際の測定値を表すものではありません。 

○問 産業部 農林課 ☎577-3173  福島県 環境保全農業課 ☎521-7453 

■県による伊達市産農産物のモニタリング調査結果（3月18日～24日） 

■市による自家用農産物のモニタリング調査結果（3月16日～22日）
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国から、平成24年産稲の作付に関して①作付制限を行う地域 ②事前出荷制限の下、管理

計画に基づく作付を行う地域  ③23年産米で100ﾍﾞｸﾚﾙ/kgを超過した数値が検出された農

家の生産を適切に管理し、作付を行うことができる地域が公表されました。 

 作付制限区域の設定などについては、４月以降、原子力災害対策本部から改めて指示が出

されます。 
 
①作付制限を行う地域 

旧市町村名 地  名 

堰本村 大関（寺脇､清水､清水沢､松平､久保､棚塚､里クキ､山ノ口､宝木沢､笠石､上ノ台に限る) 

富成村 全域 

柱沢村 
所沢（明夫内田､久保田､田仲内､西郡山､菅ノ町､河原田､東深町､西深町､東田を除く） 

柱田（挾田､平､宮ノ内､前田､稲荷妻､砂子下､根岸を除く） 

小国村 全域 

掛田町 掛田 

月舘町 
月舘（関ノ下､松橋川原､川向､舘ノ腰を除く）、御代田（北､東､西､新堀ノ内を除く） 

布川 
  
②事前出荷制限の下、管理計画に基づく作付を行う地域 

旧市町村名 地  名 

堰本村 
大関（寺脇､清水､清水沢､松平､久保､棚塚､里クキ､山ノ口､宝木沢､笠石､上ノ台を除く）

新田、細谷 

富野村 八幡 

柱沢村 
所沢（明夫内田､久保田､田仲内､西郡山､菅ノ町､河原田､東深町､西深町､東田に限る） 

柱田（挾田､平､宮ノ内､前田､稲荷妻､砂子下､根岸に限る） 

上保原村 全域 

霊山村 全域 

掛田町 山野川 

石戸村 全域 

月舘町 月舘（関ノ下､松橋川原､川向､舘ノ腰に限る）、御代田（北､東､西､新堀ノ内に限る） 

小手村 全域 
  
③23年産米で100ﾍﾞｸﾚﾙ/kgを超えた数値が検出された農家の生産を適切に管理し、

作付を行うことができる地域（旧市町村） 
  

大田村、梁川町、山舟生村、保原村、五十沢村 

  

 

 

 消費者の不安解消と生産者の経営安定を図るため、次の地区で生産された平成23年度米

について、市場から隔離する「特別隔離対策」が実施されます。 
  
①国による出荷制限が指示された地域（旧市町村） 
 

堰本村、富成村、柱沢村、掛田町、小国村、月舘町 
  

②県による出荷見合わせの要請がされている地域（旧市町村） 
 

梁川町、富野村、山舟生村、五十沢村、保原町、上保原村、大田村、霊山村、石戸村、

小手村 

○問 産業部 農林課 ☎577-3173 

■24年産稲の作付制限区域の設定について 

■23年産米の特別隔離対策について 
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次の地点の井戸水からは、放射性ヨウ素・セシウムは検出されておりません。 

測定地点     ※カッコ内は採取日 

伊達 伏黒字清水（3/13） 

梁川 白根字廻戸、上町、東大枝字住吉（3/14） 

保原 大柳字高森（3/13）、中瀬字畑合（3/14） 

霊山 石田字大畑、大石字山上、（3/14） 

月舘 月舘字野竹内、月舘字町畑、糠田字楮畑（3/14） 

※検出下限値（検出可能な最小の量）は、1ﾍﾞｸﾚﾙ/kg未満です。 

○問 市民生活部 環境防災課 ☎575-1228 

 

 

 

梁川プールでは、原発事故の影響で屋外活動が制限されている子どもたちに、プールを

無料開放しています。 

●対象  市内の中学生以下の子ども、小学３年生以下の子どもの保護者 

●期間  平成25年３月末日まで ※月曜休館（月曜が祝祭日の場合は翌日休館） 

○問 伊達市梁川プール ☎577-4161  

  

 
 

自主的避難等対象区域（特定避難勧奨地点に指定された世帯以外の人）に係る損害賠償

相談窓口について、下記のとおり開設していますので、ご利用ください。 

東京電力㈱から届いた賠償請求書をなくしてしまった場合は、東京電力㈱福島原子力補

償相談室コールセンターへお問い合わせください。  

自主的避難等対象区域にかかる問い合わせ先 

自主的避難等 

対象区域相談 

専用ダイヤル 

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（９時～21時） 

東京電力 伊達市相談窓口開設 

開設期間 
４月２日㊊、４日㊌、６日㊎、９日㊊、11日㊌、13日㊎ 

９時～16時 

場  所 保原中央公民館 

相談内容 
自主的避難等対象区域にかかる損害賠償請求に関すること 

※損害賠償請求書を持参してください。 

 

 

 

 

 

 

発行：伊達市災害対策本部（保原本庁舎３階）☎575-1003 

■井戸水のモニタリング検査結果 

■自主的避難等対象区域にかかる損害賠償相談窓口 

■梁川プールの無料開放について 

【災害対策号発行日のお知らせ】 

災害対策号は、平成24年４月から毎月第２、第４木曜日発行となります。 


