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　本市では、ふるさと除染実施計画に基づき平成23年10月から住宅の除染を開始し、７月１
日現在10,101件の除染を完了しております。市民の皆様に安心していただける除染を行うた
め、市の監督職員の代理人として、除染施工業者の指導や施工監理を行う除染監理員の配置を
進めております。なお、監理員には必要な専門
的知識と技能習得を目的として、現地実習も含
めた講習を受講させております。講習の内容は、
除染作業の方法や監理のポイント、除染現場で
使用する測定機器の取扱いや測定の方法などで、
修了証と身分証明書を交付しております。
　除染前に施工内容などを確認させていただく
個別打ち合わせの際には、除染監理員が、施工
業者とともに皆様のご家庭に伺いますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。

●除染監理員が訪問しております。

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。住宅除染の実施状況をお知らせします。

▲写真：放射線測定機器現場研修

面的除染の実施地区を拡大しています。面的除染の実施地区を拡大しています。面的除染の実施地区を拡大しています。

　発注区域ごとに住宅除染の実施状況をお知ら
せします。除染完了、除染中、個別打合せ、未
着工の区分を地図上で色分けし、施工業者の連
絡先や除染実施予定時期などを記載した報告書
を作成し、対象地区の住民の皆様に回覧をして
お知らせします。また、対象地区の各支所や市
役所本庁舎１階エントランス内の除染情報セン
ターにおいても、報告書を配布しています。

　今年度計画分の住宅など約１万８千件の発注が６月末に完了しました。３月に前倒しで発
注した、東部、蓬萊、松川、中央地区の一部約８千件に続き、杉妻、清水、信陵、北信地区
の一部約１万件についても、順次除染作業に着手します。これで平成23年からの合計発注件
数は約３万９千件となりました。今後も引き続き、スピード感を持って計画的に除染を進め
ます。

　放射線モニタリングセンターでは、出荷・販売を目的とする農産物以外の流通外作物等（家庭菜園など）の放射
能測定を行っています。
　昨年8月～10月の測定結果のうち、放射性物質濃度の最大値が100Bq/kg（基準値）を超えた主な家庭菜園など
の流通外作物等については、下表のとおりであります。
　今年の測定結果が同様にでるとは限りませんが、引き続きご注意いただき、放射能測定をおすすめいたします。
《注意点》
　出荷・販売を目的とする農産物につきましては、前ページのように全ての農産物が基準値（100Bq/kg）を下
回っていますが、自宅で栽培（家庭菜園など）しているものは栽培条件によって基準値を超える場合がありますの
でご注意ください。
（基準値超過の可能性がある栽培例）
①屋根などから雨水が直接あたる場所での栽培。　②汚染した肥料・木灰を使用した栽培。
③砂地での栽培
　※その他…野生の山菜、きのこ類は高い傾向にあります。

流通外作物等のうち基準値（100Bq/kg）を超えたものが
あった品目の放射能測定結果（昨年8月～10月）

【下表】平成24年 8月～10月のうち 最大値が100Bq／kg（基準値）を超えた主な品目

※測定の時に準備いただく食品の分量が、4月から500gより測定できるようになりました。測定を希望される場合、
　まず、お電話で最寄の測定所にご予約をお願いいたします。

（問合せ先：環境課 放射線モニタリングセンター　TEL.024（525）3210）



　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、98.8％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（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　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～平成25年6月30日　　 　●検査件数　142品目3,597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月～６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月～６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月～６月分

※1　渡利・小倉寺・南向台の一部　　　※2　渡利の一部　　　※3　岡部（国道115号北側）、岡島、本内
※4　森合町、浜田町、北五老内町、五老内町、花園町、御山町、山下町、春日町、旭町、松浪町、入江町、上浜町、腰浜町、東浜町、
　 　豊田町、桜木町、八島町、堀河町、五十辺、信夫山、霞町、宮下町・天神町・曽根田町の一部（市道曽根田三本木線北側）、
　 　舟場町・北町（国道4号東側）
※5　※4を除く東北新幹線以東の中央地区及び矢剣町、三河北町、太田町の一部　※6　下川崎、金沢・沼袋の一部（国道4号バイパス東側）
※7　松川町、関谷、浅川、金沢・沼袋の一部（国道4号バイパス西側）、水原の一部（東北自動車道東側）

（市道南町浅川線東側） 北沢又、南沢又・御山の一部（松川北側）
郷野目・鳥谷野の一部（市道堰ノ上舘線北側） 笹谷の一部（飯坂街道東側） 本内、丸子（松川北側）、北矢野目、南矢野目
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