
 

第 111 回伊達市災害対策本部会議 

平成 23 年 12 月 27 日（火） 

9 時 30 分～11 時 30 分 

保原庁舎 2 階応接室 

 

1 放射能関係 

・米の緊急追加検査について（産業部） 

 

 

 

・除染対策について 

 

 

 

・健康管理対策について 

 

 

 

・市内一斉環境放射線測定結果について（市民生活部） 

 

 

 

2 その他（別紙参照） 

・12/26 現在の被害状況報告について 

 

 

・被災者生活再建支援制度申請状況について 

 

 

・環境放射線測定結果 

 

 

・第 241 回福島県災害対策本部会議の概要 

 

 

・災害対策号（第 42 号）について 

 

 

次回  1/10（火） 10 時 00 分 ～ 



 

第 111 回本部会議の内容について（概要） 

 

1 実施日時等 

平成 23 年 12 月 27 日（火） 9：30～11：00 

 

2 内容 

1 放射能関係 

・米の緊急追加検査について 

産業部長が資料により説明した。 

県が実施しているコメの緊急調査について、前回報告以降は、新たな基準値超えのコメは検出

されていない。累計分析数は 1,711 件、基準値の超過数は 8 件である。 

この検査（コメの緊急調査）は、ほぼ終了し、今後は当該検査対象区域外のものを検査する予

定である。 

一方、市が実施している自家消費米（玄米）は、旧掛田町地区の検査結果が出た。54 件の調

査を実施し、500bq/kg を超えるものは検出されなかった。ほぼ、200～300bq/kg の間である。 

暫定基準値を超えるコメが生産された要因解析は別添資料のとおり。 

 

今後の稲作付け指導については、近々発表される新基準（H24.4～予定）及び調査結果を見な

がら、国に様々なかたちで要望していきたいと考えている。その際は、地区の実情を判断材料

としたい。また、暫定基準値を超える米が生産された水田の地理的特徴をまとめる（マップ作

成作業）。 

 

（市長） 

コメの来年度における作付け制限等については、国の新たな方針に従うこととなる。今季にお

いて、当市では作付け制限を実施していない。 

これまでは、作付け制限と避難区域（警戒区域及び計画的避難区域等）の線引きとは一致して

いた。しかしながら、実際にはずれが生じているのが現実である。これが今後どうなるか。 

作付け制限の地域拡大も想定されるし、これは今後議が論進むものだと考えている。 

 

作付け制限により、水田を 1 年間放棄することは、農家にとって再開は難しいこととなる側面

がある。また、産業がないところに生活は成り立たないと考えている。 

以上 2 つのことから、私は、作付けを基本的に可能な限りしていくことだと考えている。 

 

他に移行率の話題があるが、現実には移行率だけで語れる問題ではない。移行率は水田の状況

により異なる。稲作の管理技術によっては、水田の放射線量が高くても、コメの摂取制限が下

回るということはありうる。ゼオライト及びカリウムを散布することにより、セシウムの吸着

及び吸収に対する対策ができることがわかっている。水田の状況は様々であり、これらを撒く

べき水田・撒かなくとも良い水田があるであろう。つまり、水田の管理が徹底されれば、戦略

的な取り組みのひとつにできる。当市としては、国の規制があったとしても、上述の内容を国

に理解していただき、出来る限りの作付けをしていくことが正しいのではないかと考えている。 



 

・除染対策について 

市民生活部次長が資料により説明した。 

平成 23 年に係る除染関係の動きについては別添資料のとおり。 

線量低減化活動支援事業は、69 団体の申請があり、現在 9 団体の実績報告が提出されている。

線量低減化活動支援事業については、県における年度事業であるため、平成 24 年 2 月いっぱ

いで事業実施を終了してほしいとの話である。同事業に係る来年度に関することについては、

各市町村からの要望が上げられているが、県の結論は出ていない。 

なお、平成 23 年 12 月 28 日、当市も汚染状況重点調査地域に指定される予定である。平成 24

年 1 月 1 日に特別措置法が施行されるため、除染実施計画の策定、環境大臣との協議を経て、

法定計画となるスケジュールである。 

 

（市長） 

線量低減化活動支援事業は、来年度においても必要であると考えている。町内会等で除染を実

施する際の支援策は不可欠である。 

第一に生活圏の除染を優先しなければならないのであるから、その進捗状況をまとめた類のデ

ータベース化（科学的・合理的なデータ整理）が求められる。 

 

 

・健康管理対策について 

これまで実施してきた WBC（ﾎｰﾙﾎﾞﾃﾞｨｶｳﾝﾀｰ）による検査に加えて、平成 24 年 1 月から新た

に車載式及び固定式 WBC を用いた検査体制が整う。車載式は県、固定式は市の実施によるも

のであり、これまでに実施している WBC の検査対象人数とあわせ、24 年 3 月までに市民 7,700

人を検査できる体制となった。これにより、当市全域の妊婦及び 0～6 歳の保護者、当市の中

学生全員並びに小学生については、特定避難勧奨地点及び線量の高い地域の小学校に関して、

ほぼ完了する。なお検査体制の強化を図りたい。今後は、平成 23 年 3 月 11 日の住基をもとに、

計画をもって対応していきたいと考えている。比較的線量の高い地域の妊婦及び子どもを対象

に実施していく。 

（市長） 

子どもに関する観点から、教育部はどうか。 

（教育部長） 

子どもの部分としては、定期的に検査できる体制が求められる。線量が高い地域の大人に係る

部分に関しても、測定できる体制があれば尚良い。実施していくべきと考える。1 年経過後に

再度検査を実施するようなものではないかと想定していた。 

（市長） 

線量の高低に関わらず、子を持つ親の不安は大きいため、可能な限り検査を受ける体制を整え

たいと考える。平成 24 年の 4 月以降は、WBC 検査体制の次のステップとしてどのように考え

るか。測定することが目的ではないので、内部被曝の有無の実態を探り、それはどういうこと

によるのかを検証するところまでが求められるので、平成24年度に向けてなお検討いただき、

戦略を打ち出していただきたい。 

 



 

・市内一斉環境放射線測定結果について 

環境防災課長が資料により説明した。 

12/9～12/11 に実施した放射線測定について、線量が 0.50μSv/h 以上上昇した箇所は 7 箇所で

あり、いずれも路肩等で雨水の溜まりやすい場所であった。 

 

（市長） 

0.50μSv/h 以上の線量が増加した箇所について、雨水等が集まりやすい箇所であったというこ

とは、ほぼ我々の予測どおりである。おそらく山林から流れる雨水が溜まり、線量を高めたと

考えられる。生活圏に近い山林の除染は実施しなければならないということであろう。 

 

2 その他（別紙参照） 

・12/26 現在の被害状況報告について 

環境防災課長が資料により説明した。 

県に被害状況報告を実施しており、平成 23 年 12 月 26 日現在における被害状況は別添資料の

とおりである。 

 

・被災者生活再建支援制度申請状況について 

環境防災課防災安全係長が資料により説明した。 

被災者生活再建支援制度の申請状況は、基礎支援金について 64 件、4687.5 万円支給済み。 

加算支援金については、25 件、3575 万円支給済みである。 

 

（市長） 

会議の議事録等について、現在は一定の期限を過ぎると見れなくなってしまう状況であるため、

共有データ等で見れる環境を作ってほしい。 

 

・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 241 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 42 号）について 

総務課広報広聴係長が資料により説明した。 

当号が本年最後の災害対策号である。平成 24 年の 1 号は、1 月 12 日（木）の発行である。 

 

 

（市長） 

本対策号にも掲載したチェルノブイリの教訓は、発災からの時間が経つとともに対策が変わっ

ていったことである。 

また、放射線があるという前提のもとに対策がとられていくということである。 



 

平成 24 年は、以上 2 点を意識して対策をとるとともに、除染担当には考えてもらいたい。 

 

災害対策号の配布について言えば、ここまで 1 週間に 1 度の発行を重ねてきたものであり、町

内会長等には大変なご苦労をおかけしたもので厚く御礼申し上げたい。対策号の内容を見れば、

放射能測定値の掲載について再考しても良い時期ではないか。発行の間隔も同様である。平成

23 年夏以降、測定値の大きな変化は見られない。市民が知りたい、役に立つデータを掲載する

こと。 

農作物のモニタリングにかかる情報を公表せよとの要望があるとのことであるが、市民の判断

参考となるデータであれば公表したい。 

紙（対策号（配布物））によるデータの公開にとらわれる必要はなく、尐しずつでもインター

ネット（HP）を利用したデータの公表にシフトしていくことも必要である。 

 

なお、支援センターの情報を中心に出していただきたい。というのは、市民総出で除染を実施

していかなければならないのであるから、その意気込みの手助け、つまり市民の除染実施の意

識を沸きたてるような広報（情報誌）の作成に取り組んでいただきたい。イメージとしては、

ミニコミュニティ誌である。これは、たとえばある市民個人が実施した除染の内容紹介、除染

状況、ボランティアの協力状況などとして構成するのはどうか。 

 

 

・一部損壊の被害を受けた住宅の修繕費について（建設部） 

平成 24 年 1 月 13 日（金）～3 月 30 日（金）にかけて、申請を受け付ける。なお、1 月 13 日

～2 月 12 日までは、各総合支所において臨時窓口を設置するため、お知らせするとともにご

協力願う。 

 

 

《次回本部会議》 

平成 24 年 1 月 10 日（火） 10：00～ 

本庁舎 2 階 応接室において 

（文責：石川 智史） 


