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●住宅除染のモニタリング結果（効果）をお知らせします
　住宅除染が完了した中央地区（6～9工区）、清水地区（3～6工区）、東部地区（2～4工区）、北信地区

（1～5工区）の住宅除染終了後の詳細なモニタリング結果をお知らせします。
　各地区の、玄関・庭中央・室内の測定箇所で空間線量率が低減されました。今後も生活空間への放射
線の影響をできる限り低減するため、道路除染などを進めていきます。

▲モニタリング作業

　各戸の住宅除染終了後の詳細なモニタリング結果は、発注地区の
全体の結果がまとまり次第、郵送でお知らせしています。
　なお、発注地区ごとの住宅除染モニタリング結果は、市ホーム
ページでもご覧いただけます。

福島市 住宅除染 モニタリング結果 検 索

市ホームページでもご覧いただけます

　東日本大震災および福島第一原子力発電所事故により、応急仮設住宅
などに入居していた方が、自宅などへ移転した場合に要した費用について、
福島県では補助金を交付しています。

　平成23年3月11日時点で福島市に居住していた方の「応急仮設住宅退去等確認書」には、福島市長の確認
が必要になります。
　確認には2週間程度かかりますので、余裕を持って申請してください。
　なお、確認書は、郵送で返送しますので、82円切手を貼った封筒をご用意願います。
※申請書様式は、福島県ホームページからダウンロードするか、福島市生活課、各支所・出張所に設置しています。

福島市への手続きについて

対 象 世 帯 ※平成29年3月31日までに完了する自宅などへの移転が対象となります。

補 助 額

※（　）は単身世帯の額

申請の流れ

※①には、借上げ住宅などの契約書、退去申出書（これから退去される方）などの写しの添付が必要です。

申 請 期 限

※2 （　）内の日付は、事業開始前（平成27年12月6日まで）に移転が完了した世帯の提出期限

申請方法および添付書類などの詳細についての問い合わせ

受け付けおよび
問い合わせ

〒960－8601　福島市五老内町3番1号　福島市市民部生活課
　　　　　　　　☎024-563-3705（平日のみ　午前8時30分～午後5時15分）

福島県ふるさと住宅移転（引越し）補助金について福島県ふるさと住宅移転（引越し）補助金について

　県内外の応急仮設住宅などから、県内（県内避難者は避難元市町村）の自宅などへ移転した世帯。
　なお、事業開始前（平成27年12月6日まで）にすでに移転が完了している世帯は、応急仮設住宅などに
2年を超えて居住していた世帯のみ対象となります。

〈応急仮設住宅など〉建設型仮設住宅、借上げ住宅・公営住宅などのみなし仮設住宅、その他自治体の支援により
無償提供されている住宅

〈自宅など〉避難前住居、新たに建設・購入・賃貸する住宅（地震・津波被災者向け）、その他公営住宅など

県外からの移転  10万円（5万円） ／ 県内からの移転  5万円（3万円）

　①「応急仮設住宅退去等確認書」（第2号様式）を避難元市町村に提出し、確認　　　　 を受けてください。
　②避難元市町村の確認を受けた書類と、必要書類を県へ郵送してください。

　❶避難元市町村への応急仮設住宅退去等確認書（第2号様式）の提出期限
　　自宅などへの移転完了日から3カ月を経過した日の属する月の15日（平成28年3月15日）
　❷県への補助金申請期限（期限日までの消印有効）
　　自宅などへの移転完了日から3カ月を経過した日の属する月の月末（平成28年3月31日）
　　※1 期限を過ぎた申請書は受け付けできませんので注意してください。

　福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル…☎0120-303-059  （平日：午前9時～午後5時）
　福島県避難者支援課…………………………☎024-521-8306、024-521-8034
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平日：午前8時30分～午後5時15分）

下記参照

※2

※2

※各数値は平均値です。� 〔単位：μSv（マイクロシーベルト）/h（時間）〕

対象地区 測定箇所 測定高 除染前
空間線量率

除染後
空間線量率 低減率

中央（6〜9工区）
3,135件

柳町、御倉町、荒町、清明町、
五月町、早稲町、中町、杉妻町、
栄町、置賜町、本町、大町、上町、
仲間町、宮町、新町、万世町、
陣場町、新浜町、松木町、矢剣町、
三河北町、南町、
北町・舟場町・曽根田町・天神町・
宮下町・太田町の一部

玄関 1m 0.28 0.17 39%

庭中央 1m 0.46 0.25 46%

室内�
1階 1cm 0.13 0.09 31%

2階 1cm 0.14 0.09 36%

清水（3〜6工区）
2,833件

御山・南沢又（松川北岸）、
北沢又

玄関 1m 0.26 0.16 38%

庭中央 1m 0.51 0.27 47%

室内�
1階 1cm 0.13 0.09 31%

2階 1cm 0.16 0.11 31%

東部（2〜4工区）
2,241件

岡部（国道115号以北）、
岡島、
本内（阿武隈川東岸）、
鎌田（月輪小学校近隣）

玄関 1m 0.28 0.17 39%

庭中央 1m 0.48 0.24 50%

室内�
1階 1cm 0.14 0.10 29%

2階 1cm 0.16 0.11 31%

北信（1〜5工区）
4,590件

本内（阿武隈川西岸・松川北岸）、
丸子（松川北岸）、
鎌田（農免道路以南）、
北矢野目、
南矢野目

玄関 1m 0.25 0.14 44%

庭中央 1m 0.48 0.23 52%

室内�
1階 1cm 0.14 0.09 36%

2階 1cm 0.16 0.10 38%



「放射線と市民の健康講座 体験型」を開催しました「放射線と市民の健康講座 体験型」を開催しました
■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

簡易放射線量測定器の個人貸し出しを行っています
■問い合わせ／環境課放射線モニタリングセンター（桜木町8-13）　☎ 525-3210

▲玄米の全量全袋検査を見学

　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や子育てサークル、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を直接講師に質問し、自分なりの
答えが得られる絶好の機会です。
　このうち「放射線と市民の健康講座」の一つ「体験型講座」では、「除染情報プラザ」で身の周りの放射線量

を測定体験し、「玄米の全量全袋検査」の実施状況
を見学しました。また、自身の外部被ばく線量
を電子式積算線量計で確認し、医療生協わたり
病院医師の齋籐紀さんによる「福島第一原発事
故から4年半がすぎて」がテーマの講話を受講
しました。
　参加した方からは「測定や見学と、健康講話を
組み合わせた取り組みが、大いに参考になった」
とご意見をいただきました。
　今後も、講座を開催しますので、ぜひご参加
ください。

仮置場の設置状況（平成28年1月1日現在）仮置場の設置状況（平成28年1月1日現在）

おさむ

　市では、身近な場所の放射線量を測定していただくため、個人への簡易放射線量測定器の貸し出しを行って
います。ぜひ、ご利用ください。

1　簡易放射線量測定器の貸出条件

貸 出 対 象 者 市内在住の方

貸 出 場 所 環境課放射線モニタリングセンターおよび各支所・出張所

貸 出 期 間 １回につき１週間以内。返却日が土・日曜日、祝日や年末・年始にあたる場合は、
その翌日までとします。

貸し出し手続き
および貸出日

貸出場所で貸出申請書に必要事項を記載していただきます。（月曜日から金曜日の
午前８時３０分〜午後５時１５分。ただし、土・日曜日、祝日と年末年始を除く）

持参するもの はんこ、本人確認書類【運転免許証、パスポート、健康保険など（顔写真がないものは、
２種類の本人確認書類が必要です。）】

2　その他の簡易放射線量測定器の貸し出し
　市内の各町内会にも簡易放射線量測定器を配備し、個人貸し出し
を行っています。詳しくは、各町内会長へお問い合わせください。

3　簡易放射線量測定器の貸し出し上の注意事項
　個人の過失により、簡易放射線量測定器を破損・紛失した場合は、
実費を弁償していただく場合がありますので、ご注意ください。

《貸し出している簡易放射線量測定器》

■問い合わせ／除染推進室　☎ 535-1136住宅除染の進捗状況 （平成28年1月1日現在）　

地 区 名 計画件数
（A） 年 　 度 除染完了

（B）
進 捗 率

（B）／（A）

大　波 470 23・24 470 100％

渡　利 6,105 23・24 6,105 100％

東　部 3,400 24・25・26 3,400 100％

立子山 570 24 570 100％

中　央 11,531 24・25・26 11,531 100％

飯　野 2,779 24 2,779 100％

松　川 5,178 24・25・26 5,178 100％

蓬　萊 3,197 24・25・26 3,197 100％

清　水 10,907 24・25・26 10,907 100％

杉　妻 4,082 25・26 4,082 100％

北　信 9,866 25・26 9,866 100％

信　陵 4,918 25・26 4,918 100％

飯坂・茂庭 8,550 27 6,128 71.7％

吾妻 8,668 27 5,658 65.3％

吉井田 3,637 27 3,012 82.8％

信夫 7,685 27 5,710 74.3％

西・土湯温泉町 2,491 27 1,221 49.0％

合　計 94,034 84,732 90.1％

　市内の住宅除染は、平成28年1月1日までに計84,732件が完了し、先月より3,859件進み、進捗率は90.1％
です。住宅除染の早期完了を目指して、引き続き地域の方々に寄り添った丁寧な除染に努めながら取り組みま
すので、ご理解とご協力をお願いします。

（単位：件）

　�部分は住宅除染が完了した地区

■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

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・
生活圏森林 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
地元と設置に向けた協議をしている地区

吾妻、飯坂②、杉妻、信陵②③、北信①②、東部②、吉井田

～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ると、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。


