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●現場保管の解消に向け仮置場の設置を進めています
「仮置場」は、除染で取り除いた土などを、国が設置する中間貯蔵施設へ搬入するまで、
一時的に保管・管理するための施設です。

　仮置場は、除染により発生した除去土壌を集めて安全に保管・
管理するために欠かせない施設です。仮置場を設置することにより、
ご自宅の敷地内などに保管（現場保管）いただいている除去土壌の搬出
や、道路・側溝の除染も実施できます。

「仮置場」はなぜ必要なの？

　国が設置する中間貯蔵施設へ除去土壌を搬出できるようになるまで
保管します。保管中は、市が定期的に空間線量率や地下水のモニタリング
を行うなど、安全対策を十分に施します。なお、仮置場の除去土壌は、
国が中間貯蔵施設に全て搬出します。

いつまで置くの？

　地域除染等対策委員会や町内会の皆さんと、市の情報や地元の情報を
基に協議し、市が候補地の所有者や周辺住民、関係団体などに仮置場の
必要性や安全性、管理について丁寧に説明を重ね、ご理解をいただい
たうえで、地域除染等対策委員会に諮り設置を決定します。

どのように決定されるの？

2015

11月号

▲地区の地域除染等対策委員会（自治振興協議
会の役員やPTAなど地域の皆さんで構成）

▲除去土壌の搬入作業

▲除去土壌の搬入が完了した仮置場

仮置場の設置状況（平成27年10月1日現在）仮置場の設置状況（平成27年10月1日現在）

▲西学習センターにおける講座

「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
■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

　市では、放射線とその健康への影響に関する医師講話をはじめ、小児科医による小・中学生とその
保護者を対象にした講演、子育てサークルや町内会などの希望に応じて地区に出向く出前講座や健康
座談会などを開催しています。
　福島で子どもを産み育てること、生活していくことへの不安や疑問に思っていることを直接講師へ
質問できる絶好の機会です。

　このうち「放射線と市民の健康講座」の一つ、医療生協
わたり病院医師の齋籐紀（おさむ）さんによる講話は「福島
第1原発事故から4年半がすぎて」をテーマに、放射線の
健康への影響だけではなく、原発事故の全体像を事故に
より喪失した生活への影響や市民の意識変化などをさま
ざまな視点から捉えるものです。
　平成28年3月までに、市内各学習センターで開催します。
ぜひご聴講ください。

預託実効線量（注1）は、受検者126,191人全員が1ミリシーベルト未満となっています。
　（注１）　預託実効線量とは、成人では50年間、子どもでは70歳までに体内から受ける内部被ばく線量のことです。

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とは、医師や市放射能対策アドバイザーなどで構成する委員会です。

市健康管理検討委員会（注2）による見解

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27年8月末日現在】　　　　　　
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27年8月末日現在】　　　　　　 ■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

■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・
生活圏森林の一部 搬入中 （道路・住宅）

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・住宅）

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

清水② 道路・住宅 平成28年 春

■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、東部②

～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。

検査実施状況

年齢区分
※1

検査
対象者数
（人）
※2

検査人数（人）※3

8月検査 7月検査 累　計

再検査※4 再検査※4 再検査※4

10歳未満 21,939 98 0 218 1 18,459 52

10歳代 27,686 148 0 734 0 45,781 243

20歳代 28,189 9 0 28 0 8,992 49

30歳代 33,864 20 0 36 0 10,337 48

40歳以上 172,460 147 1 202 0 40,300 446

計 284,138 422 1 1,218 1 123,869 838

その他　※5 3 0 17 0 1,160 5

ひらた中央病院 8 0 1,162

合　　計 284,138 433 1 1,235 1 126,191 843

※1　年齢区分の基準日は、平成27年3月31日現在　　※2　検査対象者数は、平成27年3月31日の住民基本台帳人口
※3　検査人数は、2回目以降の検査も含む延べ人数。その他、ひらた中央病院の受検者を除く123,869人の内、受検者実人員数は95,881人
　　  （検査対象人数284,138人に対し受検率33.7％）。複数回受検者（18歳以下の3回目、再検査など）は、27,988人。
※4　放射性セシウムが検出された方を対象に再検査を実施（希望者のみ）。再検査の人数は延べ人数の内数。
※5　避難区域内の市町村からの避難者など市に住民登録がない方



子ども医療費助成の申請期間は5年です子ども医療費助成の申請期間は5年です
■問い合わせ／地域福祉課  医療助成係　☎ 525-3747■問い合わせ／地域福祉課  医療助成係　☎ 525-3747

　子ども医療費の助成は、医療機関などでの支払い後、5年を経過したものは対象になりません。自主避難など
により市外で生活されている方は、忘れずに手続きをお願いします。

申請方法

そ　の　他

①福島県内の医療機関などで受診した場合は、子ども医療費助成申請書に医療機関、診療月、入院・外来、
受診者ごとにそれぞれ直接証明を受け、それぞれに記入、押印の上提出してください（※証明代金が
かかった場合、証明代金は助成の対象になりません。ご注意ください）。

②福島県外の医療機関などで受診し、自己負担分を支払った場合には、子ども医療費助成申請書に医療
機関、診療月、入院・外来、受診者ごとに領収書を添付し、それぞれに記入、押印の上提出してください

　（※証明代金がかかった場合、証明代金は助成の対象になりません。ご注意ください）。

③助成申請書は必ず診療月の翌月以降に提出してください。

④高額療養費、家族療養付加給付金に該当する場合は、それら金額を差し引いて助成します。申請の際は、
それぞれ保険者から発行された支給決定通知書（または、これに代わるもの）の添付が必要です。

⑤国民健康保険に加入する方が福島県外の医療機関などで支払いをした後、2年を経過しないものは、
国民健康保険の療養費を支給しますので、国保年金課または各支所に療養費支給申請書を提出してくだ
さい。2年以上5年未満のものは子ども医療費で助成しますので、子ども医療費の助成手続きをお願い
します。

①『重度心身障がい者医療費助成』『ひとり親家庭医療費助成』も、申請期間は5年です。

②上記内容は、市ホームページ（http：//www.city.fukushima.fukushima.jp/　の「各課のページ」→
「健康福祉部」→「地域福祉課」、「市民部」→「国保年金課」）で確認できます。

「母子避難者等に対する高速道路無料措置」の
変更手続きなどについて
「母子避難者等に対する高速道路無料措置」の
変更手続きなどについて ■問い合わせ／生活課  避難者支援係　☎ 563-3705■問い合わせ／生活課  避難者支援係　☎ 563-3705

　国が実施している、平成27年3月31日までとしていた母子避難者などを対象とした高速道路の無料措置を、
平成28年3月31日まで継続しています。
　現在使用する高速道路無料措置の証明書は、使用世帯に変更がない限り、引き続き現在の証明書をそのまま
使用できます。使用世帯に変更があった場合などは、再申請していただくか、証明書を返却していただくことに
なります。

次の場合は、再申請が必要です。
①避難元（対象地内）および避難先の住所を変更した場合
②子どもが2人以上おり、平成27年3月31日現在で
18歳に達している子どもが1人以上いる場合

③申請時以降に子どもが増えた場合

再申請について
次の場合は、証明書を返却していただきます。
①子どもが全員、平成27年3月31日現在で18歳に
達している場合

②避難元住所から対象地域外に住所変更した場合
③避難していた家族が避難元に帰って来た場合

証明書返却について

放射線測定器の豆知識
状況に応じた放射線測定器を使用しています。

　どのような環境でも精度の高い測定を行える測定器ですが、
操作が複雑なため、専門の知識が必要です。精密な測定が必
要な除染作業現場などで使用し、モニタリング結果などもこ
の測定器の数値を基にお知らせしています。

NaIシンチレーションサーベイメータ

　比較的安価で、各支所などで貸し出しもしています。測定器
の操作が簡易なため、誰でも手軽に空間線量率を知ることがで
きます。

簡易放射線測定器
各支所などで
貸し出しをし
ている簡易放
射線測定器

除染作業員な
どがモニタリン
グで使用する
NaIシンチレー
ションサーベイ
メータ

■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10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 11,531
第1・2次 24・25 8,708 8,708

100％ 100％
第3次（※1） 26 2,823 2,823

飯　野 2,779 除染完了 24 2,779 2,779 100％ 100％

松　川 5,178 除染完了 24・25・26 5,178 5,178 100％ 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％ 96.8％
第3次（※2） 26 6,348 5,984

杉　妻 4,082 除染完了 25・26 4,082 4,082 100％ 100％

北　信 9,866
第1次 25 4,590 4,590

100％ 100％
第2次（※3） 26 5,276 5,276

信　陵 4,918 除染完了 25・26 4,918 4,918 100％ 100％

飯坂・茂庭 8,661 全域 27 8,661 3,136 100％ 36.2％

吾妻 8,668 全域 27 8,668 2,177 100％ 25.1％

吉井田 3,813 全域 27 3,813 1,630 100％ 42.7％

信夫 7,685 全域 27 7,685 1,730 100％ 22.5％

西・土湯温泉町 2,695 全域 27 2,695 377 100％ 14.0％

合　計 94,889 94,889 72,053 100％ 75.9％

　市内の住宅除染は、10月1日までに計72,053件が完了し、先月より3,031件進みました。今回、新たに中央地区の
第3次と北信地区の第2次の住宅除染が完了しました。

（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　鎌田（北信支所管内）、瀬上町、宮代、下飯坂、沖高
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