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　市では「ふるさと除染実施計画」に基づき、平成23年10月から他の市町村に先駆けて住宅の面的除染を
開始しました。現在までに市内12地区で約３万９千件を発注し、うち約１万４千件の除染を完了してい
ます。
　市では除染を実施する際、事前にそれぞれの地区で住民説明会を開催しています。
　対象となるのは、除染地区（エリア）内に土地や建物などを所有されている方や、実際にお住まいになら
れている方などで、市から案内通知を郵送しています。
　説明会では、除染の全体的な流れや実施内容をはじめ、市の現在までの除染状況、同意書やアンケート
の記入方法、よくある質問への回答など、地区の皆さんに共通する内容について大型スクリーンや資料を
使って１時間30分程度の説明を行います。
　現在までの説明会の開催状況は下表の通りです。

●除染に係る住民説明会の開催について

　会場内には、限られた時間の中で除染についてより深く理解していただくため、皆さんの疑問に職員が
お答えする質問コーナーや、仮置き場の仕組みや放射線の健康に対する影響などについての移動展示
コーナーも設置しています。

　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、99.5％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～8月31日  　　　　 ●検査件数　162品目13,314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

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）
４～８月分

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）
４～８月分

流通している農産物

■問い合わせ／除染企画課・除染情報センター　☎ 535-1136■問い合わせ／農業振興課　☎ 525-3727

▲大型スクリーンで詳細な説明を行います

▲健康に対する影響などの情報も提供しています▲質問コーナーではより多くの質問にお答えします



■問い合わせ／除染企画課・除染情報センター　☎ 535-1136

し  ん  ちょく

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25年7月31日現在】　　　　　　　　　　　　　　　
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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25年7月31日現在】　　　　　　　　　　　　　　　

※初回検査分の検査対象者数は、平成23年3月12日現在
※2回目検査分の検査対象者数は、平成25年4月1日現在における偶数年齢人数

預託実効線量（注１）は全員62,985人（２回目検査分を含む）が１ミリシーベルト未満です。
　（注１）　預託実効線量…成人では50年間、子供では70歳までに体内から受けると思われる内部被ばく線量

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）　健康管理検討委員会…市医師会や市放射能対策アドバイザーなどで構成する委員会

　伸び伸びと活動できる環境の中での自然体験や交流活動を通して、生きる力を育むため、7月22日から8月24日にかけて
「夏のリフレッシュ体験事業」を行い、本市の子どもたち2,711人が参加しました。
　子どもたちは、野外活動や集団活動を通じて、仲間と力を合わせて取り組むことの大切さや、小さな勇気を振り絞って味
わう達成感など多くを学んできました。福島市が未来に向けて力強く復興していくために、彼らの成長が期待されます。

【南会津コース】
農家の方々の家に泊まり農業体
験などを行いました。初めて出
会う方々と家族のように生活す
ることで、普段忘れがちな、家
族への感謝の気持ちが育まれま
す。収穫の喜びも農家民泊の醍
醐味です。

市健康管理検討委員会（注２）による見解

■問い合わせ／放射線健康管理室　☎ 525-7681

■問い合わせ／生涯学習課　☎ 525-3783

いわき・南会津・久慈・夕張に行ってきましたいわき・南会津・久慈・夕張に行ってきました
～福島市の子どもたち・夏のリフレッシュ体験事業結果報告～
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【岩手県久慈コース】
シャワークライミング（沢登り）
を体験しました。冷たい川水、
足がとどかない深み、滑る岩場。
歩くだけでも勇気が必要なのに、
岩場からの飛び込みや天然のすべ
り台を体験！
体験後は皆、一回り成長した顔
つきに変わります。

【いわきコース】
日中はスパリゾートハワイアンズ
で精一杯遊んだ子どもたち。
夜はぐったり…かと思ったら、夕
食食べれば元気復活！未来パス
ポートラウンジでは、親子の語ら
いが、至る所で見られました。

【北海道夕張コース】
メロンメロンメロン！
特産の夕張メロンに子どもたち
も大喜び！このほかフェリーで
の宿泊、野外炊飯などの体験活
動を行いました。北海道の大自
然の中、出会った仲間と新たな
絆を育みました。
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