
 

第 80 回伊達市災害対策本部会議 

平成 23 年 7 月 1 日（金） 

10 時 00 分～ 

保原庁舎 2 階応接室 

 

 

1 放射線関係 

・6/30 特定避難勧奨地点の設定について 

 

・特定避難勧奨地点の設定に伴う意向調査について 

 

 

 

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 168～170 回福島県災害対策本部会議の概要 

 

・伊達市義援金口座整理簿 

 

・災害対策号（第 16 号）について 

 

 

次回 ・ 



 

第 80 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 1 日（金） 10：00～11：00 

 

2 内容 

1 放射線関係 

   ・6/30 特定避難勧奨地点の設定について（市民生活部） 

    市民生活部長が資料により説明した。 

    6/30 の 13 時に国から決定通知が伊達市に渡され、15 時に国でプレス発表、17 時からは市長 

が記者会見を行っております。 

    本日 9 時 30 分から袋詰め作業を実施しており午前中には発送したい。 

    小国地区については、79 地点 86 世帯 310 名。石田地区については、19 地点 21 世帯 82 名。 

    月舘相葭地区は、6 地点 6 世帯 21 名。 

    確定ではありませんが、合計で、104 地点 113 世帯 413 名となりました。 

    小国地区の最大で 3.9 マイクロシーベルト、最小で 1.4 マイクロシーベルトでも該当した世帯 

    がありました。報道でもありましたが、子供のいる世帯・妊産婦については、ホットスポット 

の近傍であれば線量にかかわらず対処するということの結果となります。 

     

   ・特定避難勧奨地点の設定に伴う意向調査について（市民生活部） 

    市民生活部長が資料により説明した。 

    「意向調査票」については、7/8 までに回収したい。回収が終了しだい個別相談会を霊山総合 

    支所で行うが、職員については霊山町出身者を選抜して対応にあたりたい。各部に霊山出身者 

    の方がいると思うので対応願います。日程については確定しておりません。 

     

   （市長より） 

    国との協議そのものは合意形成された。結果については、満足ではなく納得したものである。 

    我々が想定していたのは 90 世帯くらいだったが、国の方で斟酌し我々の要望を入れてくれて 

    113 世帯となった。しかし、これで十分という段階ではない。今回は 3.2 マイクロシーベルト 

    以上としたが、2.0 や 1.5 だからいいというわけではない。1.0 も平常時から見れば高いのだか 

    ら課題はまだある。避難というのは国の制度の中で行う。自主的に実施するのには限界がある。 

    避難というのは根本的な対策ではなく、一時的な対策となる。我々がこれから取り組まなくて 

    はいけない除染が本来の対策となる。 

    本日、市民生活部長に放射能政策対策監の辞令を交付した。これは、既に発足している除染と 

    健康管理のプロジェクトチームの統括ということである。 

    子供の通学風景が映されていたが、長袖・長ズボンでの通学風景を見ると、これは放射能対策 

    でやっていることだが、子供のストレスや暑さへの対策として、こういうことをやらなくても 

    いいように早急に対策をとるべきだと思う。親もそう思っていると思うが。放射能が平常時に 

    戻れば、そのような格好をしなくてすむ。そのためには、除染をしなければ進まない。 

    教育委員会では早急に検討してほしい。 



 

    サマースクールを計画しているが、もっと数を増やせないか。こういうことを当面、取り組ま 

    なくてはならない。 

    今回の特定避難勧奨地点という制度で、指定された・指定されないといったことがでてくるが、 

    制度には完璧な制度というものはない。制度が実施されたことで指定を受けたことについては 

    伊達市として業務を遂行していくこととなる。 

 

   （総務企画部長より） 

    特定避難勧奨地点に該当された世帯に通知が届くので、土・日曜の当直者のために対応マニュ 

    アルを作成してほしい。 

    

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。 

    梁川体育館避難所については、避難者の了解を得て 6/30 付けで閉鎖した。 

    伊達ふれあいセンターの内訳は、梁川体育館から移動された方 35 名、伊達ふれあいセンター 

    に残られた方 4 名、合計 39 名となる。 

    梁川体育館の清掃については、6/30 に終了することが出来た。仮設トイレについては、汲み取 

    り終了後、県へ返還する。 

   （市長より） 

    梁川体育館は通常の使用可能となったのか。 

   （健康福祉部長より） 

    清掃完了しておりますので、梁川総合支所の判断で可能です。 

   （市長より） 

    今、使えない体育館、公民館はあるのか。 

   （保原総合支所長より） 

    保原体育館は、7 月末に修繕完了します。 

   （市長より） 

    使いたいという要望があるのだから応急修理等で対応できなかったのか。外で遊べないのだか 

    ら、体育館を使いたい要望があるのに、なぜそのままにしておくのか。大至急、取り組むこ 

    と。ユーユー体育館はどうか。 

   （教育部長より） 

    現在、発注する段階となっています。 

 

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。 

 

・第 168～170 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。 

    



 

   ・伊達市義援金口座整理簿 

    会計管理者が資料により説明した。 

   （健康福祉部長より） 

    昨日 6/30 に第 2 回目の義援金を配布した。1 回目が 54 件、2 回目が 46 件、計 100 件となっ 

    たが、まだ増える見込みとなっている。 

   （財務部長より） 

    再申請や精査により、被害の程度が半壊というものが出て来ている。また、内閣府の基準が変 

わり液状化も半壊の基準に入ったことも若干あります。 

 

   （市長より） 

    被災証明の方はどうなっているか。 

   （梁川総合支所長より） 

    来ていますが待たせるような状態ではありません。 

   

   ・災害対策号（第 16 号）について 

   （市長より） 

    除染と健康管理のプロジェクトチームを発足した考え方について述べている。2 人の先生の指 

    示・指導を仰ぎながら進めていく。大事なことは、『放射能に対して防戦一方でしたが、これ 

    からは放射能と戦っていく姿勢に転じていくべきだと考えます。』ということ。除染を進めて 

    元に戻すことが重要であり、線量が高いところから除染をしていく。市民・事業者を含めて全 

    体で取り組む。 

    除染については、学校で具体的に取り組んでいるが、どこまで進んでいるか。 

   （教育部長より） 

    小学校で 3 分の１くらい、中学校が半分くらいとなっている。今度の土曜・日曜（2・3 日） 

    に富成小学校で保護者が除染したいということで、田中先生の指導をいただきたく調整してい 

    る。 

   （市長より） 

    除染に伴ってはいだ表土の処置だが、埋めることで今やっているが、校庭にはなるべく埋めた 

    くないが、なかなか校庭以外で埋めるところがない。伊達中学校でも想定していたところの同 

    意が得られなかった。住民の同意を得るということは困難であるという実情にある。市有地に 

    深く埋めてきちんと防護するので表面に放射能が出るということは、ほぼないがそれでも同意 

    が得られない。住民の協力・理解が得られるような正しい放射能の知識を広めていく必要があ 

    る。 

   （教育部長より） 

    県のリスク管理アドバイザーの神谷先生の講演会を実施しているが、保護者の方も落ち着いて 

    聞いてもらえるような状態になっている。小さい規模で実施すると効果があるのではないか。 

    2 日に霊山、3 日に伊達で説明会実施する。 

   （市長より） 

    きめ細かく何度も実施するしかない。 

    最終処分については、衛生処理組合の問題もある。 



 

   （衛生処理組合総務課長より） 

    6/30 に幹事会があり、構成市町のゴミ担当課長が出席した。 

    解体する場合の支援について、具体的に始まっている。国見町・桑折町で徐々に公費をもって 

    解体を支援していく。 

   （市長より） 

    がれきの仮置場も現在は、平積みとなっているので整理していかなければならない。それから、 

    最終処分場が満杯であるので運びこまれない状況である。国見・桑折町も困っているのだから、 

    まず伊達市がきちんとしなければならない。 

    衛生処理組合は、その道の専門であるので、調査し要望を国や県に上げてもらいたい。 

 

   （建設部長より） 

    意向調査表の避難先に県の借り上げ住宅の記載はないが伊達市はどうなのか。 

   （県：石川さん） 

    伊達市では県で借り上げしている住宅はない。必要であれば県の建築住宅課へ話しておく。 

    桑折町の応急仮設住宅については、浪江町からの要請により確保されているので、基本的には 

    浪江町長の了解がなければならない。また、現時点では空いていても２次避難先のホテルや旅 

館から仮設住宅へ来ることを前提で考えているので、将来的には移ってくることを想定してい 

る。 

 

   （月舘総合支所長より） 

    花工房で 5/12 から川俣の山木屋地区の皆さんが避難されていたが、6/30 に川俣の仮設住宅に 

    移った。花工房に避難されている方はいなくなった。 

   （霊山総合支所長より） 

    紅彩館には、避難されている方はいない。相馬へ災害復旧へ行く民間の方が利用している。 

 

   （月舘総合支所長より） 

    相葭地区の特定避難勧奨地点の説明会を 7/4（月）19 時から開催する。勧奨地点の考え方・ 

    経過について説明したい。また、住民からの要望を聞いていきたい。 

   （市長より） 

    相葭地区は 10 戸のうち 6 戸が勧奨地点となった。今後個別に通知が届くことにり、個 

    別具体的な対応となるが、10 戸全て集めて対応していくかどうかを検討しておく必要がある。 

    石田地区はどうするのか。 

   （霊山総合支所長より） 

    今回指定された 21 世帯のうち、市内に避難している方は 13 世帯なので、8 世帯については、 

    説明をしなければならない。 

   （市長より） 

    すでに避難を終わっている世帯には通知だけでいいのではないか。市が負担している費用を国 

    が負担することになるという事務的な話である。 

   （財務部長より） 

    特定避難勧奨地点に指定されれば、税の減免が受けられるようになる。 



 

   （市長より） 

    細かい実務的なことは検討しておいてほしい。 

    7/8 以降、具体的に個別相談を行う前にはある程度進めておかなければならない。 

 

   （市長より） 

    「世界からのメッセージ」を 6 枚貼ってある。これはニューヨークにある世界銀行の家族 

    の会のいろんな国の方が、大震災に対して励ましたいということでポスターにして送ってくれ 

    た。避難所に配ってほしいということで昨日届いた。 

 

 

《次回本部会議》 

平成 23 年 7 月 5 日（火）9：00  本庁舎 2 階 応接室において 

 

（文責：齋藤 孝幸） 


