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●平成27年度 住宅除染の進め方

住宅除染の進捗状況をお知らせしています住宅除染の進捗状況をお知らせしています

　平成27年度は新たに、吉井田・西・土湯温泉町・飯坂・信夫・吾妻・茂庭の7地区で住宅除染を実施しています。

4月 １日 ： 「住宅除染のご案内（パンフレット）」送付
4月15日 ： 「除染実施同意書」送付

① 現地調査・測量 除染業者が対象の方の住宅を訪問し、
住宅の調査や測量を実施します。

② 除染前測定（モニタリング）
　 および個別打ち合わせ

除染監理員と除染業者が住宅を訪問し、
除染前のモニタリングと除染内容の打ち
合わせを行い、協議書およびモニタリン
グ結果（速報）を作成します。

③ 除染作業
個別打ち合わせ（上記②）で作成した協議
書を確認し、その内容に沿って作業を進
めます。

④ 除去土壌保管

除染により発生した土壌は、地下保管、
または地上保管の方法により、ご自宅の
敷地内で保管（現場保管）をお願いします。
保管した土壌は、搬出可能となり次第、
仮置場や中間貯蔵施設などへ搬出します。

⑤ 除染後測定（モニタリング）
除染後のモニタリングを実施し、結果を
速報値としてお知らせします。
なお、測定点全ての詳細な結果は、後日
郵送にてお知らせします。

同意書をまだ提出されていない方へ

主な作業内容

　除染作業の実施には所有者などの
同意が必要です。
　個別打ち合わせの後に同意書の提出
をお考えの方は、打ち合わせ後、お早
めにご提出をお願いします。
　なお、同意書を紛失された場合は、
再発行しますので、下記担当までご連絡
ください。

■問い合わせ／除染推進室 ☎535-1136

除染前・後のモニタリング 屋根・雨樋の除染

庭の表土剥ぎ取り 除去土壌の保管例（地上保管）

▲発注工区ごとの進捗状況の地図

　住宅除染の工区ごとの進捗状況（発注件数、除染
実施件数など）を記載した地図を、対象地区の皆さん
に回覧で定期的にお知らせしています。

　最寄りの支所や市役所1階エントランスの除染情報
センターにも、進捗状況の地図を備え付けています
ので、お気軽にお立ち寄りください。
　また、市ホームページでも、進捗状況の地図を
ご覧いただけます。

福島市　住宅除染　進捗状況 検 索

し ん　ちょく

原子力損害賠償請求
立木に係る財物賠償請求手続きを開始
原子力損害賠償請求
立木に係る財物賠償請求手続きを開始

■問い合わせ／農林整備課　☎ 525-3729■問い合わせ／農林整備課　☎ 525-3729

　事故発生時点に福島県内（避難指示区域および双葉郡を除く）に所有していた、しいたけ
原木などとして出荷予定の立木で、林齢が概ね20年以下の広葉樹

対象となる資産

①立木の時価相当額 ＝ 5円／㎡ × 所有する山林面積（㎡）

　※天然林の割合や出荷が見込まれる面積の実績値を書面で確認できる場合は、
　　最大30円／㎡まで引き上げられます。

②請求に必要な書類取得などにかかった費用

賠償金額

①福島県北森林組合員の方は、森林組合からのお知らせをご覧ください。
②組合員以外の方は直接、ご相談専用ダイヤルに問い合わせの上、お取り寄せください。

　相談および書類請求先は、東京電力㈱福島原子力補償相談室　
　財物（土地・建物・家財）ご相談専用ダイヤル　　　0120-926-596

書類請求

①賠償請求する際は、樹種・林齢などの現況を証明する「森林簿」の添付が必要になります。
森林簿は、山林を所有している地元森林組合（県北地区は福島県北森林組合）で申請に
より交付します。

　※福島県北森林組合（福島市岡部字前田137-1） 
　　専用ダイヤル　☎573-1118

②森林組合に交付してもらうための申請様式は、各支所・出張所、農林整備課または福島
県北森林組合の窓口で配布します（市ホームページからも取得可）。

森林簿の交付

　東京電力㈱では、福島第一原子力発電所事故による、しいたけ原木の出荷制限に伴い、避難指示区域以外の
地域におけるしいたけ原木など（広葉樹）として出荷予定の立木に係る財物賠償の請求手続きを開始しています。
　事故発生時点において、賠償の対象となる立木が存在する山林の土地を所有されていた、または土地を所有
せず立木のみを所有されていた個人および中小法人が請求できます。なお事故発生以降に、相続により対象と
なる資産を取得された方も請求できます。
　詳しくは、東京電力㈱ホームページの特設サイト「福島復興への責任」賠償項目の立木のページをご覧いた
だくか、下記の東京電力ご相談専用ダイヤルへお問い合わせください。



大人の内部被ばく検査2回目を開始します大人の内部被ばく検査2回目を開始します
■問い合わせ／放射線健康管理課　☎ 525-7681■問い合わせ／放射線健康管理課　☎ 525-7681

仮置場の設置状況（平成27年6月1日現在）仮置場の設置状況（平成27年6月1日現在）

■問い合わせ／除染推進室　☎ 535-1136住宅除染の進捗状況　（平成27年6月1日現在）　

地 区 名
計画件数
（A）

区 　 分 年 　 度
発注件数
（B）

除染完了
（C）

進 捗 率
（B）／（A） （C）／（A）

大　波 470 除染完了 23・24 470 470 100％ 100％
渡　利 6,105 除染完了 23・24 6,105 6,105 100％ 100％
東　部 3,400 除染完了 24・25・26 3,400 3,400 100％ 100％
立子山 570 除染完了 24 570 570 100％ 100％

中　央 11,868
第1・2次 24・25 8,708 8,708

100％ 95.2％
第3次（※1） 26 3,160 2,590

飯　野 2,779 除染完了 24 2,779 2,779 100％ 100％
松　川 5,147 除染完了 24・25・26 5,147 5,147 100％ 100％
蓬　萊 3,197 除染完了 24・25・26 3,197 3,197 100％ 100％

清　水 11,271
第1・2次 24・25 4,923 4,923

100％ 91.5％
第3次（※2） 26 6,348 5,395

杉　妻 3,933
第1次 25 654 654

100％ 90.6％
第2次（※3） 26 3,279 2,911

北　信 10,300
第1次 25 4,590 4,590

100％ 90.0％
第2次（※4） 26 5,710 4,683

信　陵 5,189
第1次 25 1,164 1,164

100％ 94.8％
第2次（※5） 26 4,025 3,754

飯坂・茂庭 8,661 全域 27 8,661 168 100％ 1.9％
吾妻 8,668 全域 27 8,668 2 100％ 0.0％
吉井田 3,813 全域 27 3,813 21 100％ 0.6％
信夫 7,685 全域 27 7,685 21 100％ 0.3％

西・土湯温泉町 2,695 全域 27 2,695 0 100％ 0.0％
合　計 95,751 95,751 61,252 100％ 64.0％

　市内の住宅除染は、6月1日までに計61,252件が完了し、先月より1,348件進みました。現在、大波・渡利・東部・
立子山・飯野・松川・蓬萊地区の全域と、中央・清水地区の第1次と第2次、杉妻・北信・信陵地区の第1次の住宅除染
が完了しています。

（単位：件）

　　  部分は住宅除染が完了した地区
※1　太田町、須川町、三河南町、野田町（本庁管内）、東中央一丁目、南中央一・四丁目の一部（本庁管内）
※2　森合、泉、南沢又（松川南側）、野田町（清水支所管内）　　※3　鳥谷野の一部（市道堰ノ上舘線南側）、太平寺、黒岩、伏拝
※4　鎌田（北信支所管内）、瀬上町、宮代、下飯坂、沖高　　　※5　大笹生、笹谷（飯坂街道西側）

　平成27年度から20歳以上の偶数歳の方を対象に2回目の内部被ばく検査を受け付けします。平成27年度に該当
する方は一覧表にある生年月日の方になります。希望される方は、予約受付専用電話番号または市ホームページで
予約して受検してください。平成27年度に対象とならない方は、平成28年度に対象となります。
　なお、一度も検査を受けたことがない方については、今までどおり予約を受け付けています。
　また、検査時に直立のまま2分間静止することが難しいなど検査に不安のある方、放射性物質の測定をしていない
野生の動植物を食べてしまったため検査を受けたいなどの事情がある方、放射線治療を行っている方や放射線健康
器具などを使用している方は、問い合わせ先までご相談ください。

　予約受付電話番号……☎536-1670［月～金曜日（祝日を除く）午前9時から午後5時まで受け付け］
　問い合わせ電話番号…☎525-7681［月～金曜日（祝日を除く）午前8時30分から午後5時15分まで受け付け］

【平成27年度　大人の内部被ばく検査2回目対象者一覧表】
生年月日 年度内年齢 生年月日 年度内年齢

平成7年4月2日～平成8年4月1日 20歳 昭和24年4月2日～昭和25年4月1日 66歳
平成5年4月2日～平成6年4月1日 22歳 昭和22年4月2日～昭和23年4月1日 68歳
平成3年4月2日～平成4年4月1日 24歳 昭和20年4月2日～昭和21年4月1日 70歳
平成1年4月2日～平成2年4月1日 26歳 昭和18年4月2日～昭和19年4月1日 72歳
昭和62年4月2日～昭和63年4月1日 28歳 昭和16年4月2日～昭和17年4月1日 74歳
昭和60年4月2日～昭和61年4月1日 30歳 昭和14年4月2日～昭和15年4月1日 76歳
昭和58年4月2日～昭和59年4月1日 32歳 昭和12年4月2日～昭和13年4月1日 78歳
昭和56年4月2日～昭和57年4月1日 34歳 昭和10年4月2日～昭和11年4月1日 80歳
昭和54年4月2日～昭和55年4月1日 36歳 昭和8年4月2日～昭和9年4月1日 82歳
昭和52年4月2日～昭和53年4月1日 38歳 昭和6年4月2日～昭和7年4月1日 84歳
昭和50年4月2日～昭和51年4月1日 40歳 昭和4年4月2日～昭和5年4月1日 86歳
昭和48年4月2日～昭和49年4月1日 42歳 昭和2年4月2日～昭和3年4月1日 88歳
昭和46年4月2日～昭和47年4月1日 44歳 大正14年4月2日～大正15年4月1日 90歳
昭和44年4月2日～昭和45年4月1日 46歳 大正12年4月2日～大正13年4月1日 92歳
昭和42年4月2日～昭和43年4月1日 48歳 大正10年4月2日～大正11年4月1日 94歳
昭和40年4月2日～昭和41年4月1日 50歳 大正8年4月2日～大正9年4月1日 96歳
昭和38年4月2日～昭和39年4月1日 52歳 大正6年4月2日～大正7年4月1日 98歳
昭和36年4月2日～昭和37年4月1日 54歳 大正4年4月2日～大正5年4月1日 100歳
昭和34年4月2日～昭和35年4月1日 56歳 大正2年4月2日～大正3年4月1日 102歳
昭和32年4月2日～昭和33年4月1日 58歳 明治44年4月2日～明治45年4月1日 104歳
昭和30年4月2日～昭和31年4月1日 60歳 明治42年4月2日～明治43年4月1日 106歳
昭和28年4月2日～昭和29年4月1日 62歳 明治40年4月2日～明治41年4月1日 108歳
昭和26年4月2日～昭和27年4月1日 64歳 明治38年4月2日～明治39年4月1日 110歳

【検査場所一覧表（各検査場所では予約の受け付けはしていませんのでご注意ください）】
検査場所 受　付　日

あづま脳神経外科病院
　大森字柳下16-1 ●全ての曜日（水曜日は午後のみ）

医療生協わたり病院
　渡利字中江町34

●木曜日（午後のみ）
●第1・第3土曜日（午前のみ）

済生会春日診療所
　伊達郡川俣町字五百田20-1
　（※川俣町 旧佐藤病院跡）

●月～金曜日（午前のみ）
●土・日曜日は不定期実施のため、お問い合わせください。

福島赤十字病院
　入江町11-31 ●月～金曜日（午後のみ）

福島県労働保健センター
　沖高字北貴船1-2
　（福島飯坂インター付近）

●月～金曜日　●第1・第2土曜日　●第3・第4日曜日
※座って測る検査機も設置しています。直立のまま2分間静止することが難しい方はこちらでの
検査をご案内できます。

福島市保健福祉センター
　森合町10-1

●月～金曜日（水曜日は午後のみ）
●第3・第4土曜日

※上記受付日であっても、検査が休みの場合がありますのでご了承ください。
※検査は無料です（検査場所までの交通手段は各自で対応願います）。

■除去土壌搬入中の仮置場
地区名 搬入する

除去土壌の種類 搬入状況

大波 道路・住宅・
生活圏森林

搬入完了（道路・住宅）
搬入中（生活圏森林）

東部① 道路の一部 搬入中
松川 道路・住宅 搬入中
渡利 道路・住宅 搬入中 （道路のみ）

飯野・立子山 道路 搬入中
信陵① 道路 搬入中
中央東① 道路・住宅 搬入完了
中央東② 道路・住宅 搬入中
中央西 道路の一部 搬入完了

清水① 道路の一部
住宅の一部 搬入中 （道路のみ）

飯坂① 道路の一部 搬入中
立子山 道路・住宅 搬入中

■搬入に向け準備中の仮置場
地区名 搬入する

除去土壌の種類 搬入開始の見通し

蓬萊 道路・住宅 平成27年 秋

■協議を進めている仮置場
測量設計後、地元と設置に向けた協議を予定している地区

吾妻、飯坂②、杉妻、信陵②③、北信、清水②、東部②地区

～仮置場へ搬入する土壌について～

　仮置場には、通学路や側溝の除去土壌などを優先的に搬入
します。地区に仮置場が確保されれば、通学路や側溝などの
除染を進めることができます。住宅除染で出た除去土壌は、
仮置場の容量が確保された後、搬入します。


