
定例記者会見発言録 

 

日 時    ：平成２４年７月３１日（火）１４：００～１４：４５ 

場 所    ：伊達市役所 ２階委員会室１ 

出 席    ：市長、副市長、総務部長、市長直轄理事、産業部長、健康福祉部長、健

康福祉部次長、市民生活部次長 

報道機関：福島民報社、福島民友新聞社、朝日新聞社、読売新聞社、河北新報社、

福島中央テレビ 

 

市 長：（資料１ 放射能対策事業の進捗について） 

生活圏についてＡ、Ｂ、Ｃの３エリアに分けて除染を実施することにして

いるが、その進捗状況について説明する。 

まずＡエリアについて説明する。富成地区は、仮置き場が数箇所決まって

おり、測量・造成を行っている。除染については、事前準備として道路など

のモニタリングを実施している。 

柱沢地区は公共施設のモニタリングを実施しているが、仮置き場がまだ確

保されていない。ただ、これは全く見込みがないということではなく、現段

階では正式に契約に至っていないということである。仮置き場の設置につい

て、住民の理解を得ながら、鋭意進めていく。 

掛田、小国、霊山町石田東部・月舘町東部地区については、道路のモニタ

リングなどを実施し、仮置き場の造成に取り組んでいる。８月に入れば、具

体的な作業に着手できると期待している。 

仮置き場については、「資料 1」の通りで、想定必要面積（10 万平方メー

トル）の約半分（5 万 6,000 平方メートル）が確保されている。ただ、仮置

き場はそれぞれの工区ごとに一定の面積が必要で、その中でもさらに何箇所

かに分けて設置する必要がある。そのため、工区ごとに少し多めに確保しな

いと充足しえないと考えている。 

Ｂエリアについては、対象世帯が 3,600 世帯あり、現在、霊山町中川地区

の 160 世帯、山戸田地区の 120 世帯でモニタリングを実施している。除染に

ついては、モニタリングが終了したところから、順次発注していく。 

同意書については、Ａ、Ｂエリアともに 90％以上を回収しており、除染

やモニタリングに関して、住民の理解が進んでいる表れだと言える。不在者

や遠方にいる人たちがいるため、100％にはなっていないが、特に出さない

人がいるということではない。 

保原町工業団地の除染については、８月に入ってから具体的な除染作業に

着手すると聞いている。 

次に、農産物の安全確保対策について説明する。米については、ベルトコ

ンベア式の検査機を導入して平成 24 年度産米の全袋検査を実施する。キャ

ンベラジャパン製の３台の検査機を地域農業再生協議会で購入し、保原工業



団地内の使用していない倉庫に設置する。市全体で 20 万袋（30 キログラム

袋）を想定している。 

その他の出荷用の農産物については、すでに検査体制ができているが、直

売所などの農産物も検査できるようにシンチレーションカウンターを新た

に 15 台準備する。んめーべや直売所、駅なかプラザなどに設置する予定だ。 

自家消費用の農産物については、すでに各公民館などに合計 30 台配置し

ている。以上のことから、農産物の検査体制は強化されていると考えている。 

続いて、内部被ばく対策について説明する。市では、今年度中に全市民に

ついてホールボディカウンタによる内部被ばく検査を実施する方針である。

昨年度末までに、すでに約 9,000 人の検査を実施しているが、健康に影響を

及ぼす例は見られなかった。今年度については、残りの市民についての検査

を実施するために、市独自にホールボディカウンタ機器を２台購入した。た

だし、直轄で運営することは難しいため、市内の医療機関に運用を委託して

実施することとしている。委託先は、中野病院と梁川病院で、中野病院は８

月 10 日から、梁川病院は８月 22 日から検査を始める。工事費用や機器の購

入費用については市が負担する。公設民営の形で実施していくことになり、

各医療機関で、1日あたり 90 人を検査する予定である。なお、福島県労働保

険センターについても、９月に独自に検査機器を２台追加購入するというこ

とで、そちらも利用しながら検査を実施していく。 

 

（資料２：リヴィア市訪問団の受け入れについて） 

以前から交流をしているアメリカ合衆国マサチューセッツ州リヴィア市

（ボストンの隣）の訪問団が伊達市を訪れる。隔年で伊達市・リヴィア市間

を行き来していたが、昨年は放射能の問題で、伊達市への訪問が延期になっ

た。原発事故直後、アメリカは原発の周囲から 80km 圏内に住んでいる人は

避難すべきだと強い警告をして、在日していたアメリカ人も避難していたた

め、当然アメリカから訪問団が来るということもなかった。そんな中で、今

年リヴィア市の訪問団が来てくれることは、非常に大きな意味がある。 

この交流のきっかけは、旧月舘町に来ていた英語指導助手の方がリヴィア

市出身で、それが縁で平成６年から隔年で派遣と受け入れを行っている。 

訪問団の人数は 13 人で、日本には 1 カ月近く滞在する。京都や大阪、東

京などを見学し、伊達市には８月９日から８月 17 日まで滞在する。なお、

訪問団のうち一人は２学期から 1カ月間、保原高校に短期留学する。 

 

（資料３：伊達市の特産物の消費拡大事業について） 

桃を中心とするくだもの消費拡大委員会の PR 活動の一環として、桃のト

ップセールスを実施するために、８月１日から８月３日まで札幌市と旭川市

を訪問する。伊達市長や桑折町長のほか、農協や全農、くだもの消費拡大委

員会の関係者らが参加する。ミスピーチキャンペーンクルーも参加して、伊



達の桃を PR する。 

    また、「がんばろう伊達市物産展」を実施する。福島県八重洲観光交流館

やアンテナショップ・ふくしま市場、東京丸の内・行幸マルシェで開催する。 

 ８月９日から８月 10 日にかけては、滋賀県草津市から伊達市訪問ツアー

ということで、約 30 人の方が伊達市に来てくれる。農産物の買い物や桃狩

りなどを体験していただき、さまざまな交流も企画している。草津市からは

色々な支援を受けており、物産展を開催したこともある。他にも、東京都新

宿区若松町からの伊達市訪問ツアーで約 80 人が伊達市に来る予定である。 

 

（資料４：夏のイベントについて） 

 昨年、震災と放射能の影響で中止となった霊山太鼓まつりを今年は開催す

る。ただ、残念ながら霊山こどもの村では実施できないため、今回は霊山中

央公民館で実施する。霊山こどもの村の除染もかなり進んでいるので、来年

にはぜひ霊山太鼓まつりをこどもの村で実施できるようにしたい。 

また、霊山絵本カーニバルがこどもの村こどもミュージアムで実施されて

いる。これは室内で行うイベントなので、放射能の心配はなく、長い期間に

わたって行われる。すでに、「魔女の宅急便」の著者である角野栄子さんの

イベントが行われている。今後、イラストレーターの酒井賢司さんや絵本作

家のあべ弘さんによるイベントなどが予定されている。 

８月26日には第52回伊達ももの里マラソン大会が開催される。現時点で、

申込者は 5,872 人で、昨年よりも 2,000 人くらい増えている。残念ながら子

ども達の参加は減っているが、関東地区からの参加者が非常に多かった。こ

れはＪＲの協力を得て、関東一円にポスターを貼っていただいたおかげであ

る。今回は姉妹都市の北海道松前町、震災時に真っ先に支援をいただいた島

根県出雲市、子どもたちのサマースクールの受け入れを行っていただいた長

野県南牧村など、災害時にお世話になった自治体に招待状を送っている。 

 

 

＜質疑応答＞ 

記 者：桑折町の仮置き場の設置については、どのような経過だったのか。 

市 長：桑折町からは仮置き場の設置に関する説明会を８月９日に開催するという

通知がきている。以前から説明会の開催について、周辺の住民から要望があ

った。市では、桑折町の土地に桑折町の施設を作るとしても、周辺の住民に

はきちんと説明すべきだと言ってきた。 

 

記 者：説明会を行うことになったので、伊達市としてはとりあえずよかったとい

うことか。 

市 長：住民から要望が出ているので、我々も桑折町に対し説明会の開催を再三要

望してきた。最初は口頭だったが、一向にらちが明かないので、やむを得ず



文書で依頼した。本来は仮設焼却炉の設置の問題とは違う話なのだが、、住

民から見れば同じ話で、仮置き場の話が整理できないと、我々も仮設焼却炉

の話を進められない。 

 

記 者：仮設焼却炉の話は、地元から反対の声が多いと思うが、市内全域で見ると

作って欲しいという意見もあると思う。しかし、地元の反対が収まらない中

で、この後どのようにしていくのか。 

市 長：仮設焼却炉は地域社会のために設置するもので、反対があるから設置をや

めるという訳にはいかない。必要があるから計画を立てている。住民の理解

を得られるように努めていきたい。 

 

記 者：なかなか理解してもらえるような雰囲気でもないような気もするが、今後

も引き続き説明会などを開催して、理解を得ていくのか。 

市 長：そのとおりである。いつ開催するかは決まっていないが、今後検討してい

きたい。衛生処理組合の管理者会も近く開催される予定なので、その中で話

し合っていく。放射性物質を含む廃棄物の処理の問題は、剪定した枝や草な

どだけではない。国見町にある下水道の終末処理場の問題もある。衛生処理

組合とは直接関係ないが、事の性質は同じである。衛生処理組合のことだけ

でなく、そのような問題についても話していかなければならない。 

 

記 者：桑折町の仮置き場の件による、桑折町と伊達市の住民のいざこざについて、

伊達市としてはどのように受け止めているのか。 

市 長：仮置き場設置の必要性については、我々も十分認識している。桑折町が仮

置き場を設置したいという考えは理解できるし、桑折町の土地に設置をする

ことなので、反対する理由はない。しかしながら、周辺住民に対する説明は

きちんと行わないといけない。我々は仮置き場を設置する際は、周辺住民の

理解を得るように努力している。桑折町の土地に作るといっても、周辺には

伊達市民が住んでいるので、理解が得られるかは別として、伊達市民にもき

ちんと説明をしてほしい。 

 

記 者：今まで桑折町から説明がなかったことに対してどのように感じているか。

もし伊達市がそのような立場だったら桑折町の住民にきちんと説明するの

か。 

市 長：当然そのとおりである。以前に衛生処理組合の煙突から出る煙が問題にな

った時、私は衛生処理組合の管理者として、桑折町の伊達崎地区の住民にき

ちんと説明を行っている。説明をして納得していただくことが最良だが、納

得してもらえなくても説明はきちんとしなければならない。 

 

記 者：桑折町から説明がないまま半年くらいが過ぎた状況については好ましくな



いということか。 

市 長：桑折町から仮置き場を設置したいという話は以前から受けていた。その際、

周辺住民に十分説明するよう言っていたが、その要望がそのままだったこと

についてはいかがなものかと思う。しかし、今回説明会が行われることにな

ったし、近隣町なので仲良くやっていかないといけない。ただ、施設が既に

完成していることについては、最近まで私は知らなかった。 

 

記 者：国の原子力規制委員会の委員長として伊達市の除染アドバイザーの田中俊

一先生が提案されているが、このことに関して市長の見解は。 

市 長：適任であると思う。ただ、伊達市としては、もし任命されれば、伊達市の

除染アドバイザーとして活動できなくなると思われるので、そういう意味で

は残念である。しかし、高い次元で見れば、原子力規制委員会の委員長にな

るということは、結果として伊達市にとってもいいことかもしれない。田中

先生について、「原子力村の人間ではないか」という人もいるが、原子力に

携わっている人を「原子力村の人間」というのであれば、原子力規制委員会

には専門家が全くいなくなってしまう。田中先生は今回の原発事故に関して、

「原子力に長く携わった者として、直接の責任はないけれども、ざんきに耐

えない。何らかの形で、できることはやっていきたい」と言って、除染ボラ

ンティアに参加していた。そして、飯舘村に来ていた時にいろいろ話を伺っ

て、伊達市の除染アドバイザーをお願いした。田中先生の指導もあって、伊

達市の除染は、知識や取り組みの面でかなり進んだと思っている。本当に感

謝している。 

 

記 者：最近の田中先生の伊達市での活動はどのようなものか。 

市 長：色々なことを指導いただいている。Ａ、Ｂ、Ｃの３エリアに分けて除染に

取り組んでいるが、その取り組みに対して、具体的な指導を受けている。ど

のような方法がいいのか、どの程度ぐらい線量が下がればいいのかなど、

我々のわからないところは指導を受けている。私は直接やりとりをしないが、

担当者の段階で田中先生とメールのやりとりをして質問をしている。夜遅く

でも長文のメールを返していただいている。今までのように助言をいただけ

るかどうかはわからないが、今後も除染アドバイザーを続けていただけるの

なら、指導を受けたいと思う。伊達市が、除染についてある程度見通しが得

られつつあるということは、田中先生の指導を受けて、組織的に取り組んで

きた表れだと思う。 

 

記 者：田中先生の方から市に何か連絡がきているのか。 

市 長：直接的にはない。田中先生にはそういう打診があったらしいが、それを言

うわけにはいかず黙っていたそうだ。そうしたらいきなり新聞にでてしまっ

た。その点については、申し訳なく思っているとは言っていた。正式に決定



する前に言うわけにはいかないというのは当然のことで、私はそのようなこ

とは全然気にしていない。 

 

記 者：正式に名前が報じられた後は、何かあったのか。 

市 長：特に何もない。今回の件は田中先生と国の間の話で、我々が直接どうこう

言える立場にはない。ただ、先ほど申し上げたように、我々は田中先生が原

子力規制委員会の委員長になるといのは、すばらしい人事だと思う。 

 

記 者：除染の目標に対して、現在の仮置き場の確保状況は十分なのか。 

市 長：Ａエリアの除染については、来年の３月 15 日を工期に除染を実施するが、

ゼネコンも冬場の作業は難しいと考えているので、なるべく雪が降る前に終

わらせたいと考えているようだ。私も完全に終わるのは無理だとしても、で

きれば秋までに目途をつけて欲しいと思っている。そういう観点からすると、

仮置き場の確保状況は、進捗としてはまずまずではないかと思う。柱沢地区

は現時点ではゼロではあるが、全く話が進んでいないというわけではない。 

 

記 者：仮置き場の地権者の中には、自分のところに近いものしか持ってきてほし

くないと言う人もいるのか。 

市 長：一般的には、自分のところで出た除去物は自分の所に置くというのは基本

で、他から持ってくるというのはいかがなものかという考え方が普通だと思

う。だから、仮置き場を何カ所にも分けて設置する必要がある。トータルの

数が足りても、充足したとは言えないかもしれない。今後、どうしても仮置

き場が確保できない場合は、他の場所で受け入れてくれるかどうかも検討し

ないといけない。しかし、現時点ではそこまでいっていないと思う。 

 

記 者：市長としては、当初の目標に対してものすごく遅れているという認識か。 

市 長：全然そんなことはない。むしろ、仮置き場の設置は進展していると思う。 

市民生活部次長：除染業務を発注してからいろいろ動きがあり、仮置き場の設置は

進んでいる。仮置き場の設置が済んでから、除染を行おうとすると 1年ぐら

い遅れてしまう。 

市 長：仮置き場を確保してから除染業務を発注するというのでは、おそらく除染

はほとんど進まないと思う。時間の問題もあるので、我々は除染と仮置き場

の確保を平行して実施してきた。先に除染業務を発注した方が、仮置き場の

設置が進むと考えたわけではないが、結果としてそのように進んだと思う。

やはり早く除染をしてもらいたいという住民の気持ちが強いからだと思う。

他の線量が高い地域では、除染にかかる費用を賠償金に回してもらって、新

しい生活を始めたほうがいいという意見もあるが、伊達市ではそういう意見

はない。帰宅困難地域などがあるところだと、そのような議論があるのでな

かなか難しいと思う。 



 

記 者：特定避難勧奨地点の解除について、現段階での方針を改めて伺いたい。 

市 長：ある程度除染が進んで、国に新たに線量を測定してもらい、恒常的に年間

20 ミリシーベルトを下回ることが明らかになれば、国に対して要請していこ

うと思う。時期についてはできるだけ早くということだが、希望としては秋

頃に何とかならないかと考えている。 


