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　市では独自の取り組みとして「地域のホットスポット除染事業」を進めています。
　この事業は、子どもを中心に市民の皆さんが長時間滞在する施設や地域のイベントで利用する広場など
を、線量にかかわらず優先的に除染を行うもので、各支所管内ごとに設置されている「地域除染等対策委
員会」で、町内会やPTAなど地域の皆さんのご協力により候補地が選定されています。
　平成24年度はそれぞれの地域で選定された148件の除染を実施しましたが、今回はその結果をお知ら
せします。

■除染を実施した全ての施設で、放射線量が「福島市ふ
るさと除染実施計画」の目標値である毎時1.0マイクロ
シーベルト以下となりました。
■除染対象の周辺（バックグラウンド）の影響により、一
部低減率の低い地区がありますが、周辺の影響を受け
にくい測定高1cmでの計測結果は、他と同様の低減率
を確認しており、除染効果はあるものと判断されます。

●平成24年度「地域のホットスポット除染事業」の結果について

【施設種別 グラフ】

▲地域の皆さんが利用する集会所・神社などを除染します。
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■ 除染前放射線量（平均）　■ 除染後放射線量（平均）

※初回検査分の検査対象者数は、平成23年3月12日現在
※2回目検査分の検査対象者数は、平成25年4月1日現在
※2回目検査分の県実施分は、県立学校などの奇数年齢（市では対象としていない）人数

預託実効線量（注１）は58,520人（2回目検査分を含めた延人数）全員が１ミリシーベルト未満です。
　（注１）　預託実効線量…成人では50年間、子供では70歳までに体内から受けると思われる内部被ばく線量

ホールボディーカウンターによる内部被ばく検査の結果をお知らせします
【平成25年６月30日現在】　　　　　　　　　　　　　　　

ホールボディーカウンターによる内部被ばく検査の結果をお知らせします
【平成25年６月30日現在】　　　　　　　　　　　　　　　

検査結果の概要

検査結果

市健康管理検討委員会では、以上の結果について「健康に影響を与えるような数値ではない」と判断しています。
　（注２）　健康管理検討委員会…市医師会や市放射能対策アドバイザーなどで構成する委員会

市健康管理検討委員会（注２）による見解

■問い合わせ／放射線健康管理室　☎ 525-7681
■問い合わせ／除染企画課・除染情報センター　☎ 535-1136



　本年3月から5月（春季市内産分）の主に家庭菜園などでとれた流通品外の作物などの測定結果は、下表のとおりです。
【測定結果の傾向】
　1. セシウムの検出数が比較的少ないもの
　　 ・葉物野菜類、根菜類、その他の野菜類でした。
　2. セシウムの検出数が比較的多いもの
　　 ・豆類、果物のうち梅、山菜類、キノコ類でした。
　　　 いずれも出荷制限が適用されているものが多くなっています。
　※表には記載されていませんが、飲料水（井戸水）からセシウムは検出されていません。
【注意点】
　セシウムの検出件数が多かったものは、特に注意が必要ですが、検出件数が少なかったものでも栽培条件に
よっては、検出される場合がありますので注意が必要です。
※栽培条件：①屋根などから雨水が直接あたる場所での栽培　②汚染した肥料・木灰を使用した栽培　③砂地での栽培など、
　以上の条件などで栽培された作物や検出数が多いものは特に測定をお勧めします。

食品等放射能簡易測定結果の傾向について
～平成25年 3～5月（春季市内産分）～

【表】平成25年3～5月（春季市内産分）に測定した流通品外の主な作物など

※ 出荷制限されている作物です。
■問い合わせ／環境課 放射線モニタリングセンター　☎ 525－3210

※

家庭菜園などでとれた流通品外の作物

■問い合わせ／除染企画課・除染情報センター　☎ 535-1136
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