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▲遮水シートおよび遮光シートを遮へい用
土のうに覆い被せる作業中

●仮置場では除去土壌を安全に保管・管理しています
　市では、仮置場の安全性を確保するため、国のガイドラインに基づき、適切な対策と継続的
な管理を行っています。

　除染で取り除いた土などは、飛散を防止するため大型土のう袋に入れて
保管し、汚染されていない土で30cm以上覆って放射線を遮ります。

放射線の遮へい

▲空間線量率のモニタリング作業

　雨水の浸入を防止するために遮水シートで大型土のう袋を覆い、その
上を遮光シートで覆うことで、遮水シートの紫外線による劣化を防止し
ます。
　また、地面や地下水を汚染しないように、大型土のう袋の下に遮水シート
を敷いて、放射性物質の流出を防止します。さらに、大型土のう袋はアルミ
内袋付の二重袋を使用し、防水対策を行っています。

雨水などの浸入防止と放射性物質の流出防止

　定期的に空間線量率と地下水のモニタリングを行うなど、安全管理を
継続して実施しています。
　これまでのモニタリングでは、全ての仮置場において空間線量率および
地下水に異常は認められていません。
　モニタリングの結果、万が一異常が発見された場合は、直ちに原因を
明らかにし、遮へい材の追加や施設の補修などの対策を速やかに行います。

空間線量率や地下水などの監視

仮置場の構造の例

遮水シート・遮光シート

ガス抜き管

柵など

遮へいに十分な盛土（30cm以上）

雨水排水溝

地下水位
集水タンク

遮水シート 保護層（集水補助層）集水排水管

耐候性
大型土のう袋
（除去土壌）

雨水が入らないように、また日光で劣化しな
いように、遮水シートと遮光シートで覆います。

水が染み出していないか確認できるように、集水タンクと
集水排水管を設置します。

水が地下に染み出さないように、
遮水シートを敷きます。

遮水シートの上に土を入れ、
シートが破れないようにします。

柵などを設置し、人が誤って仮置
場に入らないように防止します。

地下水を定期的に検査し、
安全を確認します。

　福島市産モモをはじめとした農産物の出荷に合わせ、首都圏や阪神・九州地区などの重点消費地に
おいて各種PRを行い、福島市産農産物の安全性とおいしさをPRし、消費拡大を図りました。
　本市では、風評払拭を図るため、引き続き積極的にPRを行います。

風評払拭へ向け、重点消費地などで
福島市産くだものをPR

風評払拭へ向け、重点消費地などで
福島市産くだものをPR

■問い合わせ／農業振興課　☎ 525-3727■問い合わせ／農業振興課　☎ 525-3727

ト プセトップセーールルストップセールス

　福島市産くだものの出荷前に「福島市産青果物流通拡大懇談会」を大阪市で開催し、卸、仲卸、
小売業者、消費者の皆さんに、安全性とおいしさをPR。販売促進に向けた協力要請と情報交換
を行いました。
　また、7～8月に、首都圏や阪神・九州地区など、全国各地で福島市長が福島市産くだものを
PRしました。

　首都圏、阪神・九州地区、北海道の青果市場や量販店を訪問して、安全・安心でおいしい福島
のモモの魅力をPRしました。その中で、試食をした多くのお客さまから、笑顔で「おいしい」
との感想をいただきました。
　また、平塚市のサッカースタジアムや全国各地で行われているイベントに参加し、本市産の
くだものの魅力をPRしました。

全 でＰ全国でＰＲ全国でＰＲ

▲阪神・九州地区の流通関係者、消費者と
懇談。市長が福島市の取り組みをPR

▲首都圏の中央卸売市場でモモをPR ▲九州地区の子育て支援施設でモモをPR

▲BMWスタジアムにてモモをPR（平塚市） ▲量販店にてモモをPR（兵庫県伊丹市） ▲はこだてグルメサーカスにて、モモ・ナシ
をPR（函館市）

ふ っ  しょくふ っ  しょく



個人線量計（ガラスバッジ）の返却をお忘れなく個人線量計（ガラスバッジ）の返却をお忘れなく
■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

　11月末日で、希望者へ配布していたガラスバッジによる測定を終了します。ガラスバッジを返信用
封筒（11月下旬に郵送しています）に入れ、12月7日（月）までに郵便ポストへ投函し、返却してくだ
さい。

　本市で生産された平成27年産の全ての米（玄米）を対象とした全量全袋検査の結果をお知らせします。
11月5日までに検査を終えた米の99％以上が測定下限値（25ベクレル/kg）未満でした。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
●検査期間　平成27年8月27日～11月5日
●検査機器　ベルトコンベヤー式検査器

●市内の検査場所　（株）帝北ロジスティックス西物流センター
　　　　　　　　　日本通運（株）西部流通センター

平成27年産米（出荷・自家消費など）の
放射性物質の検査結果 ■問い合わせ／農政課　☎ 525-3726

12月1日（火）～7日（月）
※返却期間終了後に提出された
ガラスバッジは、積算線量の分
析ができない場合があります。
返却期間内に返却してください。

返却期間内に、返却いた
だいた方には、平成28年
2月中に個別に結果を郵送
します。

返却期間 結果通知

▲返信用封筒とガラスバッジ ▲ガラスバッジを返信用封筒に入れて、郵便ポストへ投函
してください。

仮置場の設置状況（平成27年11月1日現在）仮置場の設置状況（平成27年11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11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 除染完了 24・25・26 11,531 11,531 100％ 100％

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 10,907
第1・2次 24・25 4,923 4,923

100％ 100％
第3次（※） 26 5,984 5,984

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

北　信 9,866 除染完了 25・26 9,866 9,866 100％ 100％

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 4,209 100％ 48.6％

吾妻 8,668 全域 27 8,668 3,254 100％ 37.5％

吉井田 3,813 全域 27 3,813 2,162 100％ 56.7％

信夫 7,685 全域 27 7,685 3,174 100％ 41.3％

西・土湯温泉町 2,695 全域 27 2,695 626 100％ 23.2％

合　計 94,525 94,525 76,428 100％ 80.9％

　市内の住宅除染は、11月1日までに計76,428件が完了し、先月より4,375件進みました。今回、新たに清水地区の
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
※ 森合、泉、南沢又（松川南側）、野田町（清水支所管内）

生　産　年
セシウム134・セシウム137合計値（ベクレル/kg）

計～25未満（袋）
【％】

26～50（袋）
【％】

51～75（袋）
【％】

76～100（袋）
【％】

100超（袋）
【％】

平成27年 225,461
【99.9974】

6
【0.0026】 － － － 225,467

平成26年 337,835
【99.7296】

911
【0.2689】

3
【0.0009】 － 2

【0.0006】 338,751

※平成26年は最終集計値
※端数処理の関係で合計値が一致しない場合があります。

■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・
生活圏森林 搬入中 （道路・住宅）

中央西 道路の一部 搬入完了

清水① 道路・住宅・
生活圏森林 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

蓬萊 道路・住宅・
生活圏森林 搬入中 （道路のみ）

■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

清水② 道路・住宅・
生活圏森林 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①②、東部②

～現場保管していただいている除去土壌の収集・運搬について～

現場保管していただいている除去土壌の収集・運搬は、市
が委託した業者が行うため、市民の皆さんの費用負担はあ
りません。
不審な業者の訪問があった場合は、除染推進室までご連絡
ください。　　　■問い合わせ／除染推進室　☎ 535-1136


