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保原高校美術部を3年ぶりに訪問
国際放射線防護委員会（ICRP）副委員長のジャック・ロシャールさんら 6 人が 7 月 7 日に保原高校を訪問し、

美術部の生徒と交流をしました。
ロシャールさんは、美術部の取り組みに感銘を受け、2014 年にも同校を訪

れています。
生徒は 6 人を笑顔で迎え、同部プロジェクトの 6 年間の歩みをまとめた記念

誌を贈りました。ロシャールさんは、「美術部のプロジェクトに感銘を受けまし
た。3 年ぶり訪れることができてうれしい。」と話し、質問コーナーでは、生徒
から笑い声が飛び交う楽しい交流会となりました。

未来と課題を語り合ったICRPのダイアログ
ICRP はカナダに本拠地を置く国際機関で、放射能防護に関して、例えば、避難すべき放射線量の基準はこ

のレベルとすべきとの提言を行うなどの活動をしており、放射能に関して権威ある国際機関の一つです。
過日、市役所のシルクホールで、避難指示解除準備区域及び居住制限区域の避難指示解除によって帰還が開

始された川俣町山木屋地区、飯館村の住民と、未だ解除されない帰還困難区域である双葉町、大熊町などの住
民が出席して、それぞれの未来と課題について話し合う ICRP のダイアログが開催されました。

私も出席しほぼ二日間、出席者がそれぞれの立場で自分の置かれた現状と自分の考えや思いについて発言す
ることを聞いておりました。ダイアログ（対話と訳されるが…）は議論ではなく、ただひたすら発言者の話を
聞くことであり、したがって会議としての結論や方針が決まるということは無いですが、ダイアログを通して
参加者それぞれが感じるものはあるわけで、それによって個々の人がそれぞれに次の自分の行動、考えを持つ
に至るということなのです。

ダイアログの中で、山木屋の住民が「解除になったからといって、そう簡単に帰還することにはならない。
目の前の田や畑に除染によって発生した放射性廃棄物を詰めた巨大な黒い大型土のうの山があるのが現実で、
農業を再開できないし、何よりまだ安心できない。」との発言をしていました。また大熊の住民は「解除になる
日のために、時々自宅へ帰って戸を開けたり草むしりなどしているが、帰還するかどうか迷っている。あの何
百万個の黒い袋が無くならないうちはどうにもならない。何回も仮設住宅など引っ越しし、今はいわき市に自
宅を新築したが、何としても帰るという人、迷ってる人、もう帰らないと決めている人など様々で、自分も迷っ
てる。」と言っておられました。

大型土のうは中間貯蔵施設に持って行くことになっている訳ですが、中間貯蔵施設の建設はなかなか進んで
いないのが現状です。搬入は始まってはいるものの、まず線量の高い地域からということは当然で、当市の仮
置き場から大型土のうが無くなるのには相当時間がかかるものと思われます。

また最近の論文によれば、除染による被ばく線量の低下についての効果は放射線量の時間的低減による被ば
く線量と変わらない。つまり、除染と被ばく線量の明確な相関関係が見られなかった、という報告があります。

安心のためにもっと除染をすべきだという意見もありますが、当市の場合、線量が高い地域を早急に除染し
なければ効果がないと、当初から考えていました。除染によって発生する廃棄物の処分も考慮すると、ガラスバッ
ジや、WBC などによる検査を徹底する事が現実的であると考えております。

強制避難区域の皆さんが、まだ見えないが必ずある未来に向け、課題に前向きに取り組む姿勢が印象に残っ
た、意義あるダイアログでした。

伊達市長　仁志田 昇司
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平成28年度Ｂエリア事後詳細モニタリング事業報告
除染後も低減、除染効果の維持を確認

　平成24年度から平成26年度に実施した、Ｂエリア除染業務における除染前・除染後の空間線量率と比較
して、除染の効果が維持されているかの確認を、平成28年6月から平成28年12月に行いました。測定件数
は、宅地が3,825件19,270測点、市道583路線5,075測点で、その結果は次の表のとおりです。

　事後詳細モニタリングの結果を除染後の空間線量と比較すると、36.3％～45.1％低減しています。ま
た、国の除染対策交付金による除染対象基準以下（長期目標である年間追加被ばく線量1ｍSv以下）にも
なっており、除染効果が維持されていることが確認できました。
　しかし、除染後の空間線量率を上回った地点が、8点（※１）確認されました。これらの地点は
雨樋出口や雨樋のない軒下など線源がたまりやすい地点、周辺からの影響を受けていることによるもの考え
られますが、上昇した空間線量率は0.06～0.10μＳｖ/ｈと僅かな状況となっています。

※１　放射線量の変動率±15％と測定機器相対基準誤差±15％（ＪＩＳ規格）とされていることから、測
定誤差は±20％としています。（放射能度測定方法ガイドライン基準）　このため、事後モニタリングの
測定値が、除染後の測定値より＋20％の範囲に収まる測定点は、除外しています。

〈住宅〉

１　Ｂエリア事後モニタリングの結果について

モニタリング区分

地区

（高さ１ｍ　単位：μＳｖ/ｈ）

除染前の
平均空間
線量率

除染後の
平均空間
線量率

事後詳細モニタリングの 
平均空間線量率

＜平均低減率（除染後と比較）＞
備　考

八幡台・村岡（保原） 0.56 0.24 0.15　＜37.5%＞ 75件　 374点

上保原（保原） 0.47 0.24 0.15　＜37.5%＞ 1,664件　8,398点

中川（霊山） 0.43 0.26 0.15　＜42.3%＞ 159件　 795点

山野川（霊山） 0.44 0.26 0.16　＜38.4%＞ 140件　 700点

山戸田（霊山） 0.45 0.27 0.16　＜40.7%＞ 145件　 724点

石田（霊山） 0.40 0.22 0.14　＜36.3%＞ 378件　1,890点

月舘（月舘） 0.44 0.28 0.16　＜42.8%＞ 304件　1,545点

布川（月舘） 0.46 0.26 0.16　＜38.4%＞ 195件　  978点

御代田（月舘） 0.52 0.31 0.17　＜45.1%＞ 385件　1,957点

糠田（月舘） 0.57 0.31 0.18　＜41.9%＞ 217件　1,093点

上手渡（月舘） 0.49 0.29 0.16　＜44.8%＞ 65件　  325点

下手渡（月舘） 0.55 0.32 0.18　＜43.7%＞ 98件　  491点
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放出日
（H23.3.15）

0.75 基準日
（H23.8.26）

0.67

事後測定日
（H28.9.15）

0.26

除染後測定日
（H25.7.9）
0.44

除染前測定日
（H24.10.31）

0.51

除
染
効
果

除染実施前想定線量

除染実施後想定線量

事後モニタリング実測値 0.16 0.16

除染作業開始日
（H25.6.10）

0.45

0.27
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〈市道〉
　市道の事後モニタリングは、路線の起点、中間点、終点を基準に測定しました。
　事後詳細モニタリングの結果を除染後の空間線量と比較すると、30.7％～51.4％低減しています。ま
た、国の除染対策交付金による除染対象基準以下（長期目標である年間追加被ばく線量1ｍSv以下）にも
なっており、除染効果が維持されていることが確認できました。

想定線量の推移と事後測定平均値の分布（Ｂエリア全地区）

「お遊び・おしゃべり場」
～避難先から戻られたお母さん同士で交流を～

　避難先から戻ってきた親と親子の交流の場です。ぜひご参加ください。
日時　9月6日㊌（毎月１回開催）　9時30分～11時30分
場所　保原保健センター
内容　親同士のおしゃべり、保育士と親子遊び
　　　ママ、パパだけでの参加もお待ちしております。
申込　健康推進課へご連絡ください。

問　健康推進課　☎ 575-1153

問　伊達市放射能相談センター　☎ 575-1124

除染により平均で０.１８μＳｖ/ｈの低減、
除染前の約１/２の線量に低減しました。現在
は、放射性物質の一部が半減期を迎えて自然
減が進んだこともあり、除染前の予測推移と
の差は平均で０.１μＳｖ/ｈと小さくなって
いますが、割合は約２/３の線量で、除染効果
が維持されていることが確認できました。

　放射能に対する不安を解消するためには、現状を正しく知ることが重要です。再測定の要望がありました
ら、放射能相談センターまでご連絡をお願いいたします。
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伊達市市政アドバイザーコラム
水稲試験栽培と山菜のモニタリング

【稲の試験栽培】
　平成23年、福島原発事故により県北を中心に放射性セシウムを吸収したコメが多数収穫され、それらの
地域では翌年の作付けが規制されることになりました。また、それらの地域では、作付を再開する条件と
して「試験栽培」の実施が義務づけられましたが、平成24年の春より稲作担当の市政アドバイザーを拝命
し、福島大学や東京農業大学にもご協力いただきながら、伊達市小国地区の皆さんとともに「試験栽培」を
実施してきました。
　平成24年には水田60カ所をお借りし、化学肥料の成分のうちカリウムの作用によりセシウム吸収を抑制
できることを確認しました。この成果により作付再開が許可されましたが、平成25年以降も一部の試験田
でイネと土・用水のモニタリングを継続しています。用水の汚染は低下したものの、土壌中の吸収可能なセ
シウムの量はほとんど減っておらず、カリウムの増肥を怠ると再びセシウム汚染米が生じることが分かって
います。事故当年にセシウム被害が生じた水田のうち、現在もモニタリングを続けている水田は今や小国地
区の水田以外にはほとんどありません。こうした「地域住民参加型」の試験栽培の貴重な成果は、他の市町
村でもイネのセシウム対策の基本情報として活用されています。

【山菜のモニタリング】
　コメのセシウム吸収がほぼ収まったころ、市より「山菜の食文化は伊達市にとって大変に重要。どうした
ら山菜がセシウム吸収をしないで済むか調査してもらえないか」との依頼を受け、平成26年から調査を開
始しました。山菜のセシウム吸収抑制対策はほとんど知見がないため、天井山（霊山町上小国）の市有林に
本格的な調査区を設けることにしました。具体的には、コシアブラを含む5ｍ四方の区画をいくつも造り、
それぞれ、表土を剥いだりカリ肥料を散布するなどのセシウム吸収抑制対策を施したうえ、コシアブラのセ
シウム吸収にどのような効果があるかを数年がかりで追跡調
査することにしました。
　測定を始めてから2年半以上になりますが、春先のコシア
ブラは体中のセシウムを新芽に集中させる性質があることが
分かってきました。そのため、イネのように根からのセシウ
ム吸収が抑制できれば可食部へのセシウムの蓄積も即座に軽
減できる、という訳にはいかないようです。このことに関連
して重要と考えられるのは、山林中のセシウムの存在状況
が場所によって大きく異なるということです。そのため、現
在、市内の山林数十カ所を対象に林の中のセシウムの状況の
詳しい調査を行っています。
　このように、天然物の山菜のセシウム吸収抑制はまだまだ
難しそうですが、栽培わらびなどはイネと同様のやり方で吸収抑制を行える可能性があります。このような
実証試験を一緒に進めていただける方がいらっしゃいましたら、是非ご一報ください。

問　農林整備課　☎ 577-3154

根本　圭介
東京大学大学院農学生命科学研究科　教授

東京大学大学院農学系研究科博士課程修了。東京大学大学院農学生命科学研究科助手、

東京大学アジア生物資源環境研究センター助教授を経て 2005 年 12 月より現職。

2012 年より伊達市市政アドバイザーとして水田対策などに取り組んでいる。

　市と東大によるセシウム吸収抑制の試験（霊山
町上小国の天井山市有林）。
2015年より、林床の表土剥ぎやカリウム散布によ
る山菜のセシウム吸収の逓減効果を追跡調査して
いる。


