
 

第 71 回伊達市災害対策本部会議 

平成 23 年 5 月 31 日（火） 

10 時 00 分～ 

保原庁舎 2 階応接室 

 

1 放射線関係 

 (1) 坂ノ上・八木平地区の一時的避難関係について 

・意向調査結果（最終） 

・6/4 個別相談会、避難支援 

・6/5 地区説明会の開催（再掲） 

 

(2) 環境放射線モニタリング詳細調査について(再掲) 

 ・調査日確定 6/11～12 石田、小国、相葭地区 

 

 (3) 教育・保育施設の放射能対策について(教育部・こども部)  

 

 

2 避難者（所）関係 

・避難者受入・運営状況（健康福祉部） 

 

 

 

3 6/2 災害対策号（第 12 号）について 

 

 

 

4 その他（別紙参照） 

・環境放射線測定結果 

・第 138～141 回福島県災害対策本部会議の概要 

・6 月の本部当直体制 

 

 

次回 



 

第 71 回本部会議の内容について（概要） 

 

1 実施日時等 

平成 23 年 5 月 31 日（火） 10：00～11：30 

 

2 内容 

市民生活部長、福島県市長会の都市復興連携会議に出席のため環境防災課長が進行。 

(1) 放射線関係 

① 坂ノ上・八木平地区の一時的避難関係について（霊山総合支所） 

・意向調査結果（最終） 

・6/4 個別相談会、避難支援 

・6/5 地区説明会の開催（再掲） 

 霊山総合支所長が口頭により説明した。 

 44 世帯中、15 世帯 48 人が避難希望している。市営住宅の無償提供となるが光熱水費につい 

ては自己負担。避難者用の日赤の家電 6 点セットについて対応していきたい。ガスコンロ、 

照明器具、カーテンについては市で対応する。通学については個別対応する。健康管理・相 

談についても対応していく。 

6/4 に避難する方への個別相談会を 9 時から、こどもの村で開催する。 

6/5 に坂ノ上・八木平地区の方を対象とした健康影響の説明会。6/12 には霊山地域を対象とし 

た説明会を開催する。 

   （副市長より） 

 通学・通園は個別に市が対応するということか。 

（霊山総合支所長より） 

 中学生 2 名いるが保原の住宅を希望している。幼稚園児も 2 名おり、現在はデマンドのバス 

を利用している。霊山中、掛田幼稚園への通学を希望しているので、市で個別に対応する。 

   （財務部長より） 

避難に関する予算検討がされていないがどのようにするのか。市営住宅のガスコンロや照明代 

については、建設部の予備費で対応している。 

   （市長より） 

長期に渡る可能性がある。早急に想定されるものについてまとめておいたほうがよい。 

   （県：石川さんより） 

日赤の家電 6 点セットで、早い人は 6/5 に移転するということで 6/5 に間に合うように入れて 

ほしいと要望があったが、県の当局に確認したところ申請から 2～3 週間かかる見込みだ。 

   （副市長より） 

    申請はいつしているのか。 

   （総務課長より） 

先週の金曜日 5/27 に 15 世帯分申請している。 

   （市長より） 

2～3 週間かかるということは早くても 6/11 頃となるので、なにもない状態でも入居するか 

どうかの調整もしておいたほうがよいのではないか。 



 

   （県：石川さんより） 

2～3 週間と 1 週間の幅があるので、なるべく早くいれてもらうように話をしている。 

   （市長より） 

個別相談会等、支所のみで対応可能か。必要な部署には言っておくこと。 

   （霊山総合支所長より） 

建設部に手伝ってもらうようにしている。 

   

② 環境放射線モニタリング詳細調査について（再掲） 

 ・調査日確定 6/11～12 石田、小国、相葭地区 

 環境防災課長が口頭により説明した。 

 内容として、道路関係が 100ｍおきに 1 箇所で 160 箇所、宅地が 453 世帯の調査、土壌調査 

 については空間線量の高いところとして 20 箇所を実施する。各家庭に調査実施する旨の通知 

 を作成中。 

 

③ 教育・保育施設の放射能対策について（教育部・こども部） 

 教育部長が資料により説明した。 

（市長より） 

 いまの放射能レベルはそう高くはないが、大人とこどもが同じ環境・基準でいいのか。先週、 

 首長の会議が東京で行われたが、国分寺市の市長によると児童の保護者が校庭の表土をはかな 

 くてもいいのかと心配している。 

 昨日、文部科学省の政務官が現地視察ということで、富成と小国小を視察し懇談も行った。 

 3.8 マイクロシーベルト/ｈというのは、この基準であればいいということではなく、下げる 

努力をすることについて国もやらなければならないと言っている。伊達市としては、市全体の 

放射能レベルを下げなければならない。学校だけでなく、まずは学校からということ。全体的 

な除染、表土を剥ぐというのもひとつの具体的な方法だが取組みについて検討していかなけ 

ればならない。ヒマワリを植える、ゼオライトに吸着させるというのもある。 

いまプールに入っている水には、セシウムが沈殿または不純物・壁に付着している状態にある 

はずだ。それらをどのように除染するか具体的に検討して進めてもらいたい。 

校舎の除染等については、父兄に協力してもらい高圧洗浄等によりやっていく。 

富成小の懇談会では、説明会を開催してほしいと要望が出ていた。放射能のことが分からない 

から恐れるというのではなく、正しく恐れるということ。説明会の要望があれば求めに応じて 

やっていくなど考えていかなければならない。 

学校等にクーラーをつけることになったが、これは初期のころの文科省の通達等により、政 

務官にも言ったが、窓を閉めておく、肌を露出しないということが一人歩きしている。窓を 

開け閉めしても変わらないという話もあるが、父兄が心配している。もろもろの判断から伊達 

市としてはクーラーをつけることとした。将来に向けても必要なことだ。 

このあいだの新聞によると、山下先生は、いま空中には放射能は漂ってはいない。地面に落ち 

ており、肌を露出したからといって特に問題になるとは思わないと先生は言っている。肌を 

露出しないほうがよいというのは誤解を招くのではないか。健康被害があるから肌を露出しな 

い方がいいというのであれば分かるが、必要ではないが心配であればといったあいまいな表現 



 

で誤解を招くようなものはよくないのではないかと政務官に伝えた。われわれも父兄に対して 

きちんと言っていかなければならない。 

 

(2) 避難者（所）関係 

   ・避難者受入・運営状況（健康福祉部） 

    健康福祉部長が資料により説明した。 

    梁川体育館で12名の移動があったが、アンケートの集計結果が届いていないので移動先不明。 

    自宅に戻る方、仮設住宅に入居する方、民間アパートに入居する方の３通りの意向があるが、 

    どちらを希望している方が減ったのかについて次回報告したい。 

    小学生が７名から 6 名に、中学生は変更なし、高校生は 2 人から 1 人になった。 

  

（3）6/2 災害対策号（第 12 号）について 

    広報広聴係長が資料により説明した。 

   （産業部長より） 

    今回、ウメとさくらんぼのモニタリング調査を行ったが、ウメは基準値を超えた。さくらんぼ 

    はゼロではないが微量であった。 

   （建設部長より） 

    伊達市と表示されるので混乱する。 

   （市長より） 

    旧町単位で公表するよう要望している。 

   （産業部長より） 

    ウメについては旧町単位で再度測定する。 

   （市長より） 

    市内各地域の放射線測定結果だが、市民の要望としてはモニタリング箇所を細かくあげてほし 

    いということだ。モニタリングチームもだが、測定機器は 6/20 頃には入るのか。 

   （環境防災課長より） 

    その予定である。昨日、県北地方災害対策本部から連絡があり、新たに簡易測定器 2 台を本日 

    午後から借りることになる。伊達市では、合計 5 台となるので活用について伊達市のモニタリ 

    ング体制を 6/2 木曜日に関係課長と打ち合わせを行いたい。 

   （市長より） 

    モニタリングチームを作ることだ。学校にも配布してあるが、ただ測定するだけで不安を助長 

    するだけでは困る。学校としても逐次、作業努力をしてもらわないといけない。 

    全体の除染をするといったが、これは市民総出でやるということだ。できない部分については 

    業者に頼むやり方もある。自分の家は自分でやるということは、まず各家庭をモニタリングし 

    てみなければならない。測定器を何百個か持っていて各総合支所で貸し出しするなど。今度は 

    各総合支所を中心に各家庭の除染活動をやっていかなければならない。対策本部もそういう観 

    点での体制づくりを考えていかなければならない。 

    放射線というのは有益にも使われているが、使用される区域では積算線量でしっかり管理され 

    ている。伊達市だけということではないが、爆発により放射能がふりまかれた中で生活して 

いるわけだから、管理されなければならない状態にあるが、実際は非管理状態にある。個別管 



 

理はされていない。モニタリングの点数を上げていくことは非常に大きいことだ。環境を測 

っていくのと同時に個人も測っていかなければならない。それらを実現する体制を作ってい 

かなければならない。 

 

（4）その他 

   ・環境放射線測定結果 

環境防災課長が資料により説明した。 

   ・第 138～141 回福島県災害対策本部会議の概要 

環境防災課長が資料により説明した。 

福島県環境放射線モニタリング実施計画として、学校・保育園等の 2 回目の空間線量率モニタ 

リングを 6/1～6/10 に実施する。 

   ・6 月の本部当直体制（市民生活部） 

    環境防災課長が口頭により説明した。 

    6 月の当直体制については 5 月の当直体制を踏襲する。24 時間体制ということで、福島市では 

    ガードマンが夜間常駐している。夜間、土日祝日について 6 月も常駐体制としたい。 

   （市長より） 

    夜間に問い合わせや緊急対応するというのは最近はあるのか。 

   （環境防災課長より） 

    ここ 1～2 週間の夜間に問い合わせはない。 

   （市長より） 

    貴重な人材を問い合わせのない時間帯にシフトを敷くのか。効率的なマンパワーの活用として、 

    問い合わせのない時間帯にマンパワーを割くより、別なところ新たなところに人力を割いた方 

    がいいのではないか。よく検討してもらいたい。 

 

   （教育長より） 

    昨日 5/30 から梁川小学校の児童 4・5・6 年生が梁川高校で学習している。昨日は梁川高校で 

    歓迎を受けた。 

   （市長より） 

    梁川小学校の建設はどのようになっているのか。 

   （教育部長より） 

    ある程度内部調整して、教育委員会から関係部・課との協議ができるよう調整中。 

   （市長より） 

    もっとスピードを上げて対応していかなくてはならない。計画が立派でも実行しなくては意味 

    がない。打ち合わせはしっかりやって進めてもらいたい。 

 

   （教育部長より） 

    5/28 付けの新聞報道があったが、全県民の健康調査について、なにか具体的なもの、詳細なも 

    のは県の災害対策本部からきているか。 

   （副市長より） 

    医大に委託して調査実施するもので、将来的に実施する方向性を出している記事ではないか。 



 

   （市長より） 

    それとは別に必要があれば我々も計画していいのではないか。必要であれば迅速な対応をし 

ていかなければならない。 

    低レベルの放射能については健康被害は当面はないが、長期的にはあるかもしれない。今回の 

    県がやろうとしていることは、個人の健康診断もさることながら、30 年間に渡ってどのように 

    推移するか調べるのが目的ではないかと思う。本来は累積線量と平行にやらなければ意味がな 

    いと思う。 

   （環境防災課長より） 

    この件に関しては、情報が入り次第、本部会議で情報を共有していきたい。 

    

   （伊達警察署より） 

    石田の八木平・坂ノ上について防犯対策の面で、警察でも計画的警邏の強化していきたいが 

市においては住民・消防団による集団警邏等、現時点で検討されていることはあるか。 

   （市長より） 

    15 世帯のうち何軒が空き家になるのか。 

   （霊山総合支所長より） 

    5 軒と原発事故以降、避難している方は 2 軒。その他結構空き家はある。 

   （市長より） 

    完全無人ではないので、自主的になにかやるか、警察にお願いすることになるかもしれない。 

    検討するようにしたい。 

    

   （県：石川さん） 

    線量のテレビのテロップはいつから実施するのか。原子力班には話してある。 

   （環境防災課長より） 

    テレビに流してほしい要望はたくさんきている。6/3 以降市役所玄関に線量計が設置されるの 

    で、1 時間ごとに計測して原子力班にメールすることでテロップが流れる。報告する体制につ 

    いては検討したい。 

 

   （建設部長より） 

    5/29 の夕方、伊達東グラウンドの応急仮設住宅建設について地区関係者の方に集まっていただ 

    き了解を得た。今週、県の方で調査に入る。 

    

 

   《次回本部会議》 

    平成 23 年 6 月 3 日（金）9：00 本庁舎 2 階 応接室において 


