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　東京電力福島第一原子力発電所での事故から2年以上が経過し、生活環境も少しずつ
変化してきていることを受け、暮らしと健康に生かせる具体的なヒントを学ぶために
「放射線と市民の健康講座」を開催しています。
　10月末まで、市保健福祉センターなど計19カ所で開催し、医師や管理栄養士による
放射線の健康への影響に関する講演や食品放射能測定所施設見学などの体験型学習に、
延べ700名を超える市民の皆さんが参加しました。
○わたり病院医師 齋藤　紀 先生からは、福島第一原発事故の特徴から始まり、放射線

によるDNA損傷とその修復のメカニズム、低線量外部被ばくの理解の
仕方、チェルノブイリ原発事故との相違、甲状腺がんに対する考え方
などが紹介されました。
○わたり病院管理栄養士 関場　治美 先生からは、生産・販売段階の放
射能検査や各陰膳調査・学校給食検査の結果を冷静に受け止めつつ、
子どもの生活習慣病が増加していることを受け、子どもも大人も「毎日
の食事、生活習慣」を見直し自己管理意識を高めることの大切さが説明
されました。
○アンケート結果
　・受講者の7割以上の方から次のような感想をいただきました。
　  「放射線の健康影響に対する疑問が解決した」「不安が軽減した」

放射線と市民の健康講座を開催しています放射線と市民の健康講座を開催しています
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　除染情報センターは今年4月に市役所１階にオープンし、除染の全
体の流れや現在の進捗状況をはじめ、相談窓口を設置するなど、除
染に関するさまざまな情報を発信しています。
　このたび、市民の皆さんへ多様な情報をより迅速に発信し、本市
の除染の状況をさらに分かりやすくお伝えしていくため、除染情報
センターを一部リニューアルしました。

●リニューアルしました！福島市除染情報センター

【リニューアルの主な内容】

住宅除染の実施状況をお知らせします。住宅除染の実施状況をお知らせします。
　発注工区ごとの住宅除染の実施状況
（発注件数、除染実施件数など）を記載
したマップを、対象地区の住民の皆さ
んに回覧してお知らせしています。
　また、最寄りの支所や除染情報セン
ターでも配布していますので、お気軽
にお立ち寄りください。
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（本庁舎１階）

New!
80インチの大型モニターで、除
染や仮置き場などに関する動画を
上映しています。

New!

放射線の性質や健康への影響
などを分かりやすくパネルで
展示しています。

しんちょく
New!

地区ごとの住宅除染の
進捗が一目で分かる
ボードを新たに設置し、
より分かりやすく状況
をお伝えしています。

地区別の情報に加え、
発注工区ごとの詳細な
進捗状況をご覧いただ
けるようになりました。

■利用時間／月～金曜日
　午前8時30分～午後5時15分
　※祝日、12月29日～1月3日を除く

仮置き場の仕組みや安
全への取り組みだけで
なく、各地区の仮置き
場の現在の設置状況が
一目で分かるようにな
りました。

除染に関する
さまざまな情報が
ワンストップで
手に入ります！

事　業　名
医師による講演「放射線災害がもたらしたもの～福島の今に立って～」 齋藤　紀 先生わたり病院 医師

齋藤　紀 先生わたり病院 医師

市放射線健康管理室職員
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齋藤　紀 先生わたり病院 医師 および見学先
施設職員

関場治美 先生わたり病院 管理栄養士

働く人のための健康講座
学校関係への講座
市職員による出前講座

体験型学習「見て・聞いて・測って学ぶ～福島の今と放射線、福島で健康に暮らす～」
管理栄養士による講演「福島で健康に生きる～健康をつくる毎日の食事、生活習慣～」

講　師 開催回数

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9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9月30日現在】　　　　　　　　　　　　　　　

※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日現在における偶数年齢人数

受検した全員72,501人（２回目検査分を含む）の預託実効線量（注１）は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

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）　市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

②

①

④

④

⑤

▲齋藤　紀 医師による講演

これまでの実施状況　※12月10日開催の講座については、市政だより12月号をご覧ください。

しんちょく

80インチ大型
モニター

仮置き場の
模型展示

タッチパネル
モニター2台 ③

福島地方裁判所・
福島家庭裁判所
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▲食品放射能測定所を見学

しんちょく

しんちょく

①放射線と健康に
　関する情報コーナー

②動画コーナー

④住宅除染の
　進捗状況コーナー

③タッチパネルコーナー

⑤仮置き場コーナー



■問い合わせ／除染企画課・除染情報センター　☎ 535-1136

し  ん  ちょく

　本市で生産された平成25年産の全ての米(玄米30kg)を対象とした全量全袋検査の結果をお知らせします。10月
末までに検査を終えた米の99.15％が測定下限値（25ベクレル/kg）未満で、さらに、検査した全ての米が基準値
（100ベクレル/kg）を下回っています。

●検査機関　福島市地域の恵み安全対策協議会　●検査場所　(株)帝北ロジスティックス西物流センター
●検査期間　平成25年8月28日～10月31日　　　　　　　　  日本通運(株)西部流通センター
●検査機器　ベルトコンベヤー式検査器　　　　●検査袋数　208,472袋

平成25年産米（出荷・自家消費など）の放射性物質の検査結果
8～10月分

平成25年10月31日現在

■問い合わせ／農政課　☎ 525-3726

　出荷・販売を目的とする農産物の自主検査結果をお知らせします。
　検査の結果、99.5％が測定下限値（20.0ベクレル/kg）以下で、検査した全ての農産物が基準値を下回っています。

●検査機関　福島市地域の恵み安全対策協議会　　   ●検査場所　JA新ふくしまモニタリングセンター
●検査期間　平成25年4月1日～10月31日  　　　　 ●検査件数　185品目21,160件
●検査機器　NaIシンチレーション検出器46台・ゲルマニウム半導体検出器1台

福島市産農産物（出荷物）の放射性物質の自主検査結果（園芸品目）
4～10月分

福島市産農産物（出荷物）の放射性物質の自主検査結果（園芸品目）
4～10月分

流通している農産物

■問い合わせ／農業振興課　☎ 525-3727
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