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編集発行

　今年度、全4回シリーズで「安全・安心講座」を開催しました。第3回目は、平成25年11月21日（火）に保健福祉セ
ンターで、（財）ルイ・パストゥール医学研究センター基礎研究部インターフェロン・生体防御研究室室長の
宇野賀津子さんが「食と免疫の重要性について」の講演を行い、市民80人が参加しました。
　講演で宇野さんは、「低線量放射線の影響は分からないほどに小さく、影響はあったとしても減らすことは可
能で、これからの生き方で未来は変わってくる」ことや、「やみくもに不安がらず、科学的に考え理解し行動する
ことが大切である」こと、また、細胞の修復の仕組み、がん発生の経過、発がんのリスクを減らす「免疫の働き」と
それを高める方法などを詳しく説明しました。
　参加者からは、「正しい情報を把握して対策しないとかえって子どもを傷つけることになることが分かった」
「日常生活でストレスをためず、免疫力を高めることが大切だと分かった」などの意見が寄せられました。
　また、昨年7月に福島市ベラルーシ視察団に参加した福島市消費者団体懇談会会長の須藤康子さんが、ベラ
ルーシ共和国やウクライナでは食品の検査体制が確立され、放射能に関する教育が充実していたことなど、「ベ
ラルーシの食について」の報告をしました。
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　東北大学の支援により、地元企業が開発・製造した非破壊式放射能測定装置を市内10カ所の測定所に配備
し、食品等丸ごと放射能測定した平成25年10月分の結果は、下記のとおりです。

「非破壊式放射能測定装置」による食品等丸ごと放射能測定結果
【平成25年10月分】

流通品外の作物

う　  の     か     づ   こ

す   どう やす   こ

　福島市では震災からの復興に向けて、「ふるさと除染実施計画」に基づき、住宅の除染を面的に進めてい
ます。住宅除染の進め方を、あらためてお知らせします。

●除染についてお知らせします～住宅除染の進め方～

もし損傷の際はご連絡ください！もし損傷の際はご連絡ください！
　現場保管では、保護シートや土のう袋
が紫外線などによって劣化し、薄くなっ
たり破損する場合があります。損傷して
いるシートなどは、新しいものに取り替
えますので、不具合を発見した際には、
ご連絡ください。

■問い合わせ／生活課消費生活センター　☎ 525-3774

■問い合わせ／環境課放射線モニタリングセンター　☎ 525-3210

■問い合わせ／除染企画課・除染推進課
　　　　　　　☎ 535-1136

住宅除染の流れ

主な作業内容

現場保管

住民説明会を開催後、全住宅を個別に訪問して詳細な打ち合わせを行い、
屋根やベランダなども含めた丁寧な除染を進めています。また、除染前
後には空間線量率のモニタリングを行い、測定値をお知らせしています。

（※１）地域除染等対策委員会…支所ごとに町内会やPTAなど地域の皆さんで組織し、除染の進め方や仮置き場の候補地につ
　　　　　　　　　　　　　　いて市と協議しながら進めています。
（※２）実施検討会…町会長など地域の代表の方にお集まりいただき、除染の進め方や実施するエリア分けなどを決定します。

市から地域除染等対策委員会へ除染の内容を説明し、実施検討会で除染
の順序を決定します。

住民説明会を開催し、共通的な除染の内容を説明します。

地域除染等対策委員会（※1）
実施検討会（※2） ……

……住民説明会

同意書・アンケートの送付

各
住
宅
除
染
の
流
れ

現地調査・測量 除染業者が各住宅の現地調
査・測量を行います。

個別打ち合わせ
屋根のブラッシング ベランダの洗浄・拭き取り

窓枠の拭き取り

▲風雨から守る保護シートが破け、
　中の遮蔽土のうがむき出しになっ
　ている状態

▲新しく取り替えた保護シート

庭の表土の剥ぎ取り
は

庭木下の土の除去 除染前・後のモニタリング

市委託の除染監理員と除染
業者が全住宅を訪問し、住
民の方と除染内容の打ち合
わせをします。

除染前の測定 除染前の空間線量率のモニ
タリングを行います。

除染後の測定 除染後のモニタリングおよ
び効果の検証を行います。

除染作業 市の除染管理基準に基づい
て作業を実施します。市委
託の除染監理員が作業を監
督します。

補修前補修前 補修後補修後

しゃへい



■問い合わせ／除染企画課・除染推進課・除染情報センター　☎ 535-1136

し  ん  ちょく

本市で生産された平成25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。
これまでに検査を終えたうちの１袋から、基準値（100ベクレル/kg）を超える放射性セシウムが検出されま
したが、この米は現在、市が適切に隔離保管しており、市場へは流通していません。

●検査機関　福島市地域の恵み安全対策協議会　●検査場所　(株)帝北ロジスティックス西物流センター
●検査期間　平成25年8月28日～11月30日　　　　　　　　  日本通運(株)西部流通センター
●検査機器　ベルトコンベヤー式検査器　　　　　　　　　　福島県農業総合センター
　　　　　　ゲルマニウム半導体検出器　　　　●検査袋数　322,774袋

平成25年産米（出荷・自家消費など）の放射性物質の検査結果
8～11月分

■問い合わせ／農政課　☎ 525-3726

　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～11月30日  　　　　 ●検査件数　188品目23,480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）
4～11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）
4～11月分

流通している農産物

　市内の住宅除染は、12月1日までに計23,299件が完了し、先月より2,363件進みました。平成24年度に住宅
除染が終了した大波地区に続き、渡利・立子山・飯野地区については全域の住宅除染が、東部・松川・清水・
北信地区については第一次の住宅除染が12月に完了する予定です。また、仮置き場については、松川地区の造
成工事が進み、通学路や側溝の除去土壌などを優先して搬入を開始しています。

■問い合わせ／農業振興課　☎ 525-3727

めぐ

めぐ
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