
 

第 85 回伊達市災害対策本部会議 

平成 23 年 7 月 19 日（火） 

13 時 35 分～15 時 10 分 

保原庁舎 2 階応接室 

 

 

1 放射線関係 

・「特定避難勧奨地点」個別相談会の状況（霊山・月舘総合支所） 

 

 

・肉用牛飼養農家への緊急立ち入り調査について（産業部） 

 

 

・健康管理対策・除染対策チームの取り組み状況 

 

 

・子どもの夏の自然体験応募状況及び学校給食の安全性について（教育部） 

 

 

2 避難者（所）関係 

・避難者受入・運営状況（健康福祉部） 

 

 

3 その他（別紙参照） 

・環境放射線測定結果 

 

・第 183～184 回福島県災害対策本部会議の概要 

 

・災害対策号（第 19 号）について 

 

・7/16 細野原発事故担当相視察（富成小学校の除染） 

 

・7/16 江田環境相視察（伊達地方衛生処理組合） 

 

 

 

次回 ・ 



 

第 85 回本部会議の内容について（概要） 

 

1 実施日時等 

平成 23 年 7 月 19 日（火） 13：35～15：10 

 

2 内容 

1 放射線関係 

・「特定避難勧奨地点」個別相談会の状況（霊山・月舘総合支所） 

霊山総合支所長が口頭により説明した。 

7/18 13 時 30 分より、霊山中央公民館において特定避難勧奨地点指定世帯にかかる個別相談

会を実施した。避難を希望する 75 世帯（石田地区及び月舘相葭地区も含む）中、69 世帯が参

加した。 

保原地区の住宅への避難希望者が多く、再度調整が必要である。 

 

（市民生活部長） 

県借上げの住宅を融通してもらう等、住宅の見込みはどうか。 

（霊山総合支所長） 

避難希望者においても、昨日の段階で具体的に避難したい先が決まっていないケースや高層階

の住宅には入居したくない等の要望があり、どこにどういうふうに入居（避難）するというの

は固まっていない状況である。今後は、個別に連絡を取り合って進めていきたい。 

（市長） 

住宅が足りなくなると思うが、数を拡大する策は取っているか。 

（霊山総合支所長） 

伊達市内の民間住宅で、飯舘村避難者のために確保された住宅については飯舘村にお願いする

ことで、また、その他の民間住宅については団体があり、若干数の住宅が抑えられているとい

う情報を得ている。 

（建設部管理課長） 

伊達市内にある民間住宅で、飯舘村避難者分として確保された 80 戸があり、それらを伊達市

にも分けてほしいということを、県及び飯舘村に依頼している。 

 

（市長） 

飯舘村・伊達市ともに国の指定による避難には変わらない。 

建設部と霊山総合支所で連携のもと、できるだけ避難者の要望に応えることができるよう進め

ること。 



 

 

・肉用牛飼養農家への緊急立ち入り調査について（産業部） 

産業部長が資料により説明した。 

7 月 11 日～17 日、県が飼養農家に対して立ち入り検査を実施した。当市では、肉牛出荷が確

認された農家（放射性物質に汚染された稲わらの使用が確認された農家のうち）に該当はなか

った。 

一方、7 月 15 日には、伊達市内の畜産農家に対して電話による聞き取り調査を実施した。得

られた回答は「昨年の稲わらを給与している農家」15 戸、「敷わらとして使用している農家」

1 戸、「震災以前に屋内保管している農家」3 戸、「購入したわらを給与している農家」1 戸で

あった。 

本日（7/19）から、県北家畜保健衛生所と当市で市内全ての畜産農家を訪問、飼料の管理状況、

水の引水状況、給与飼料の放射線量等調査を実施している。 

 

（市長） 

「汚染されている稲わらを家畜に食べさせたのかどうか」について分かる調査をまとめてほしい。 

この度の肉用牛の件は、昨年の稲わらであっても原発事故以降屋外に保管していたために放射性

物質に汚染され、それを飼料として与えたことが事の発端である。 

また、農業・畜産関係において同様のケース（干草等）がないか調査されたい。 

 

・健康管理対策・除染対策チームの取り組み状況 

除染対策チームの取り組み状況について、市民生活部次長が資料により説明した。 

（市民生活部次長） 

7 月 2 日から実施していた富成小学校の除染実証実験が、18 日で終了した。やはり廃棄物が多

く出たため、廃棄物の管理が課題となる。7 月 9 日に下小国区民会、14 日には富成地区町内会

長会に対して除染に関する話をする機会があった。市民は放射線に関する十分な知識が不足し

ているため、廃棄物の理解も含めて説明が必要である。 

7 月 21 日から 25 日にかけては、田中先生による「除染に関する学習会」を計画しており、職

員にも聴講いただきたい。 

今後は、小国地区の民家の除染実験及び小国小学校の除染を進める予定であり、市民の理解・

協力をいただきながら全市除染に繋げていきたい考えである。 

 

（市長） 

学習会の対象は誰か。どういった内容なのかにもよるが、建設業者や職員等、除染のリーダー

となる人を呼んで田中先生にお話いただくということか。 

会場の収容人数にもよるが、町内会長等だけでなく、聞きたい人に対して広く聞いていただく

ことではどうか。 

学習会は、放射線と除染について理解を深め、廃棄物の仮置場等について理解を促すという狙

いであろう。こうした学習会の開催は重要であるが、単発で実施することは望ましくなく、全

体計画を作成し、目的をもって実施すること。今後、事業者や一般の市民で除染に前向きな人

が聴講できるような機会も設定されたい。 



 

ところで、小国地区の民家除染は具体的にどこを予定しているのか。 

（市民生活部次長） 

対象は町内会長や区長である。田中先生には放射線に関する基本的な事と除染を実施すると廃

棄物の処理が必要になることを話していただく。 

なお、小国地区の民家除染は、霊山町小国松ノ口地区 3 戸を予定している。 

（市長） 

除染についても計画を示してほしい。田中先生の実証実験も、貴重な除染の学習（研修）の場

にもなるのであるから、作業に差し支えがない程度に見学をしてもらうのも良いのではないか。 

例えば、前向きに PR できることは見学等を人数制限等のもと実施して、示していくことも必

要ではないか。 

（市民生活部長） 

先週金曜日（7/15）、国・県が除染の手引きを示している。伊達市においても、実証実験を通

じマニュアルを作成、全体に広げたいと考えている。 

 

健康管理対策チームの取り組み状況について、健康福祉部次長が資料により説明した。 

（健康福祉部次長） 

積算線量計は、妊婦・乳幼児・園児・小中学生を優先対象として、8,550 人に配布予定である。

妊産婦・乳幼児・未就学児は、7 月 29 日（金）9 時～19 時、同 30 日 9 時～17 時を予定して

いる。その他、配布の詳細については資料のとおり。 

なお、特定避難勧奨地点 1,450 人については、8 月下旬の配布・9 月からの測定を目指し作業

を進めている。 

 

（財務部長） 

積算線量計の配布数について、配布対象の総計は約 10,000 人ではなかったか。 

（梁川総合支所長） 

妊産婦・乳幼児・未就学児への配布に関するお知らせは通知済みか。通知方法はどうするのか。 

（健康福祉部次長） 

配布数は、優先対象約 8,550 人と特定避難勧奨地点 1,450 人を合計して約 10,000 人分である。 

配布の通知はまだである。なお、妊産婦・乳幼児・未就学児への配布のお知らせは、健康福祉

部健康推進課から発送、保育所・幼稚園はこども部、小学校・中学校は教育委員会を通じて配

布予定である。 

 

（総務企画部長） 

避難希望の人にも線量計を配布するのか。 

（健康福祉部次長） 

該当者には配布する。避難する方については、伊達市内であれば配布したいと考えている。 

（市長） 

いろいろな想定をしなければならない。避難した方については、避難せずに残った人と比較し

て「避難したからこれだけ積算線量が少ない」といったような比較ができるデータとなる。 

特定避難勧奨地点の市民全員に配布しても、生活形態によって様々な差が出るであろう。そう



 

した意味でも、抽出的に各町（各地）の代表に配布、比較するという方法もあると考えられる。 

貴重なデータを残すという点では、そうした方法もよいであろう。宍戸先生や筑波大学と相

談・検討してみていただきたい。 

 

・子どもの夏の自然体験応募状況及び学校給食の安全性について（教育部） 

教育部長が資料により説明した。 

自然体験の応募状況について、7 月 16 日現在までの集計である。 

サマースクール実施スケジュール上の都合から応募人数が少なかった回については、対象者拡大

等検討のうえ、追加募集を実施するよう調整している。 

また、市独自のサマースクールのほか、NPO 等から支援要請があったものがあるため、検討・

関係課との協議の上実施していきたい。内容は災害対策号で周知したいと考えている。 

 

なお、7 月 15 日に教育長名で保護者宛に、学校給食の安全性に関する文書を出しているので承

知いただきたい。 

 

（市長） 

サマースクールについて、1,800 人を超える定員に対して、1,000 人以上の応募があったことは

多くの参加である。各県からの厚意で実施されているので、この機会を無駄にせず利用されたい。 

再度、学校から生徒に対し広報してもらうこと。 

（市民生活部長） 

富成小学校のプール開きはどうしたのか。 

（教育部長） 

プールの除染も実施し、水質検査を行ったところ水質は大丈夫との事であった。保護者からは、

子どもたちがプールを使うということに厳しい意見もあり、7/15 夜、田中先生、除染チームのリ

ーダー、保護者、学校の協議を通じ、田中先生から安全であるとのお話しをいただいた。保護者

の方にはある程度納得いただいたものの、最終的には、プール授業に参加できる（したい）方は

プールに入るということに落ち着き、7/19 午前中にプール開きを実施した。 

プレスは 10 社程度入った。 

（市長） 

当市の除染が大きく取り上げられることが、風評被害の面から批判を受けるようなことがあるが

そうではなく、消極的な考え方は望ましくない。放射能と戦う方針なのであるから、除染によっ

て打ち勝ったとは考えられないか。 

除染を行うことでプールを使えるようになるのであるから、前向きに広め、周知していきたい。 

きちんと我々がもとに戻していく（除染する）ということを言っていかなければならない。 

保原プール及び梁川プールの状況はどうなっているか。 

やれるところはどんどんやってほしい。 

（保原総合支所長） 

保原プールに関しては、保原地域の全戸配布でお知らせしている。そのほか、広報誌でお知らせ

したい。 



 

（梁川総合支所長） 

屋外プールの除染について、及び排水について協議中である。 

 

2 避難者（所）関係 

・避難者受入・運営状況（健康福祉部） 

健康福祉部次長が資料により説明した。 

 

 

3 その他（別紙参照） 

・環境放射線測定結果 

市民生活部長が資料により説明した。 

 

（総務企画部長） 

教育委員会関連施設の測定値について、表土除去後・除去前の数値が錯誤しているのではない

か。 

（市長） 

数値の錯誤については確認すること。測定することそのものが目的ではないので、測定値の上

下の推移、数値がどのように変化したのか分かるようにしたい。 

霊山三育幼稚園・松陽中学校は表土除去を行わないのか。 

（教育部長） 

霊山三育幼稚園は、表土除去を実施する際に水が湧き出ることがあったため、埋めるのではな

く土を覆う施行方法の検討を行っていた。 

松陽中学校は、中体連終了後に実施してほしいとの要望があったため、施工が遅れた。 

（副市長） 

表土除去が終了した施設については、施工済みが分かるような記載をしてほしい。 

 

（総務企画部長） 

測定の頻度について、毎日ではなく 2 日に一度にする等検討してはどうか。 

支所にサーベイメーターを配置し、各地域については支所で定点観測できるような状態にした

い。 

（市長） 

測定の頻度も一度検討してほしい。一定の除染が済んだ後、除染を拡大する際には測定点を変

えていくことも必要である。除染を実施する上でも、きちんとした線量の測定が必要である。 

線量計は今後増えるのか。 

（環境防災課長） 

各学校に入っており、学校ごとに測定できる状況である。また、7 月 11 日の週、24 台の放射

線測定器が入っている。サーベイメーターは 8 月下旬納品予定、保原庁舎玄関前にあるタイプ

の測定器は 7 月中に納品予定である。 

 



 

（総務企画部長） 

各町内会に対して測定器を貸出しているが、その際の測定データ等をもとに線量マップは作成

しているのか。 

（保原総合支所長） 

線量マップの作成に関しては、直接、総合支所で測定したデータを用いている。 

 

（市長） 

放射線量は、測定した線量を地図に落とし込み、管理したい。町内会単位で除染を実施しても

らうことになった際には、町内会単位でどこから始めるのか決めるためにも必要となる。 

（副市長） 

線量マップの作成は、除染計画の作成にもつながるであろうから作る必要がある。 

線量測定地点の減少については懸念もあるであろう。社会状況を踏まえると、状況が落ち着き

つつあるとはいえ、その裏づけはないし原発事故も収束したわけではない。そうした状況も含

め、さらに検討を加えた上で線量の測定について考えなくてはならない。 

安心を与えるという意味からどうあるべきか、様々な角度から検討したい。 

また、富成小学校の除染について、実際に除染の成果が出ているということが数値に表れるデ

ータを示されたい。 

 

（市長） 

学校は表土除去を実施しているし、その後に行うこともあるであろうが、測定を続けるのであ

ればさらに徹底した測定であろう。現在までの学校の測定点は主に校庭の中央である。これま

での除去前・除去後のデータにより、表土除去によるその評価をすることができる。工法や作

業の計画を含め検証し、評価することも必要である。 

今後、学校周辺の道路や芝生、花壇等細かいところに話が及んだときにどう考えるか、計画を

立てたい。 

また、除染によりきちんとした効果があったということを証明できるような測定データを持っ

ておくことも必要である。校庭以外の除染について、どのように数値で読み取るかを考えなく

てはならない。 

１校あたり１台の測定器があるのであれば、よりきめ細かい測定を行い、どういう除染により

どれだけ低減したか分かるデータがほしい。 

 

（教育部長） 

校内の線量マップのもとに除染という指示を出している。一方、保護者から通学路に関する話

が出ている。通学路については、中学校単位程度の学校ごとに協力し合い、測定器を保護者が

借りて、測定することも可能であろうという話も出ている。 

 

（市長） 

通学路の除染を実施しなければならないのは承知している。通学路も多数であるので、どこか

ら除染を実施するかを決めるためにも、父兄を通じ、実施してもらうことも良いであろう。 

 

 



 

・第 183～184 回福島県災害対策本部会議の概要 

市民生活部長が資料により説明した。 

 

・災害対策号（第 19 号）について 

総務企画部総務課広報広聴係長が資料により説明した。 

（こども部長） 

瓦。の搬入について、9 月以降に搬入する場合は、支所に届け出ることが必要との記事の意味

は何か 

（衛生処理組合事務局長） 

搬入された瓦を受け入れる都合上、衛生処理組合で搬入の予定を確認し仮置場を確保するため、

事前に届出いただきたいというものである。 

（市長） 

分かりにくい表現はせず、瓦を搬入する予定がある方は、8 月 31 日まで事前に届出するよう

しっかり周知すること。 

 

 

・7/16 細野原発事故担当相視察（富成小学校の除染） 

市民生活部長が口頭により説明した。 

（副市長） 

細野氏が田中先生の先駆的な除染の事例について知り、ぜひ視察したいということでの来訪で

あった。視察の概略は、田中先生から除染取組みの概要説明を受けた後、細野氏も実際に除染

活動を行われたものである。その中で、小学校の保護者や除染ボランティアの意見・状況を聞

いていただくこともできた。小学校・幼稚園・公民館周辺のほか、電気カンナによる除染、プ

ールの除染活動の概要についても説明・視察した。 

細野氏には、小学校土手法面の表土除去に参加される中で、線量の値が除染活動によりどれだ

け下がるかを確認、除染の効果があるということを実感いただけた。また、除染によって生じ

た放射性廃棄物が多量となり問題である、という現状を確認できた。 

 

細野氏からは、本来はこうした取組みを国の責任で対応しなければならないが行政だけでは成

し得ないことであり、市民及びボランティア等にも参加いただき実施している当市の先駆的な

除染取組状況について、大変参考になったということであった。 

また、放射性廃棄物の仮置きについて一番の課題であるということであるから、そうした場所

の確保について当市も努力するが、国の力強い支援がほしいと要請した。 

細野氏は 1 時間ほどの視察であり、金子参議院議員も同じく来訪、視察をした。 

 

 

・7/16 江田環境相視察（伊達地方衛生処理組合） 

市民生活部長が口頭により説明した。 

（市長） 

懸案であった「衛生処理組合の焼却炉が放射性物質を燃やしていいのか」ということについて、



 

環境相から OK との話を公式にいただいた。バグフィルターをつけることなく、現在の電気集

塵設備で十分であるということであり、今後焼却できるものは焼却する。 

このことは、衛生処理組合と構成町との間で相談しながら、今後の放射性廃棄物の処理の在り

方について木質であれば焼却して減量化を図り、集塵機で捕捉されたちり・灰等は放射性廃棄

物であるから管理することが必要になる。 

 

最終処分場に運び込まれた瓦礫については放射性廃棄物であり、移動禁止ということである。 

直ちに移動はできない。8,000 ベクレル以下であれば、移動はできるが。持っていくところは

ない。 

（ごみ処理場の）最終処分場は、今後 8 年の見込みであったものが 2 年数ヶ月の見込みに縮ま

っている。この問題も解決しなければならない。 

そうした諸般の問題及び最終処分について国で決めて欲しいこと、移動不可の廃棄物について

どうするか依然として決まらないこと、また、除染を行ったことで生じる放射性廃棄物の最終

処分場がないということ、これらについて、早期に結論を出してほしいと江田氏に伝えた。 

 

衛生処理組合には、木質についても 7,000 トン程度ある。それを燃やすことで減量化も図られ

るであろうから、その計画も必要である。連携をとりつつ実施していく必要がある。 

 

視察する中で、国見町長から下水処理施設の汚泥について陳情が出された。 

これについて、江田氏は検討するとの事。 

 

なお、前述細野氏の「国の責任において実施しなければならない」という言葉はありがたいと

感じる。しかしながら、除染についての資金面等についてはそうかもしれないが、除染そのも

のを国に全てをお任せするものではない。現地の我々がやらなければならない。 

国の責任において行うということは当然であるが、国には放射性廃棄物について、責任を持っ

て処理していただきたいし、資金面についても考えていただきたい。 

 

報道等では「国が、国が」という意見もあるが。具体的に現場で取り組むことは、我々自治体

がやらなければならない。 

 

 

《次回本部会議》 

平成 23 年 7 月 22 日（金）9：00  本庁舎 2 階 応接室において 

 

（文責：石川 智史） 


