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仮置場の構造 ～仮置場での保管方法について～

仮置場の設置状況（平成26年9月1日現在）仮置場の設置状況（平成26年9月1日現在）

放射線を遮へいするため、
除去土壌の上から30cm
以上の土で覆い、その上
を雨水や光への対策のた
めシートで覆います。また、
地面や地下水が汚染しな
いように、遮水シートや保
護層、排水管などを設置
して放射性物質の流出を
防止しています。

　除染で取り除いた土は、中間貯蔵施設へ搬出されるまで、除染現場や
仮置場で一時的に保管します。除染現場での保管方法は地上保管や地下
保管などで、どちらの方法も放射線の影響が出ないよう除去土壌の周
りを汚染されていない土で遮へいし、安全に保管しています。また、
保管後は、保護シートが破けていないかなど、定期的な安全確認と補修
を実施しています。
　仮置場では、除去土壌搬入の際に、除去土壌を保管する袋（耐候性大
型土のう袋など）の損傷の有無や適正な詰め込み量かなどを確認し搬入
しています。また、搬入後も定期的に空間線量率や地下水の放射性物質
の有無を測定し、安全管理を実施しています。
　今後も除染後の除去土壌を適切に管理・保管しながら、安全かつ迅速
に除染を進めていきます。

●除染で出た除去土壌は、安全に管理・保管しています

▲地上保管方式の除去土壌。シートの破れ
や崩れなどがある場合には交換します

■問い合わせ／除染施設整備課 ☎515-5006

▲仮置場への搬入時には、耐候性大型土のう
袋などを一体ずつチェックして搬入します

遮水・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）

土のう

雨水排水溝
地下水中の

放射性物質の監視集水タンク（放射性物質の確認）

安全を確保できる距離

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など
（除去土壌）

「見て・聞いて・測って学ぶ～福島の今と放射線～」
放射線と市民の健康講座  体験型学習会を開催しました
「見て・聞いて・測って学ぶ～福島の今と放射線～」
放射線と市民の健康講座  体験型学習会を開催しました

■問い合わせ／放射線健康管理室　☎ 525-7681■問い合わせ／放射線健康管理室　☎ 525-7681

　「見て・聞いて・測って学ぶ」をテーマに、7月23日と8月1日の2回シリーズで体験型学習会を開催しました。体験を
通して放射線の現状を学ぶため、小学校5・6年生のお子さんとその保護者延べ17組38人が参加しました。1回目は
JA新ふくしまモニタリングセンターと市除染情報センターの見学。2回目は電子式積算線量計による放射線測定結果
の発表を行った後、お子さんは放射線の霧箱実験や果物で電池をつくる理科実験、保護者の方々は医師による講演を
聞いて理解を深めました。

　JA新ふくしまモニタリングセンターでは、原発事故後、安全な農作物を食卓に
届けるために取り組んできた放射線対策を学びました。特に出荷前の農作物につ

いて、実際に測定に使われている検査機器を見な
がら、出荷者ごとに全品目を対象に放射能モニタ
リング検査を行っている状況を説明していただき
ました。
　続いて、市除染情報センターでは、放射線の基
礎知識と除染の進捗状況およびその効果を学習し
ました。また、展示模型とパネルにより、仮置場の
仕組みや除染作業の進め方とその内容を学びました。

JA新ふくしまモニタリングセンターと市除染情報センターの見学

医師講話（保護者）・放射線の霧箱実験と果物で電池をつくる理科実験（お子さん）

▲食品のモニタリングセンターを見学▲市除染情報センターでの学習

　電子式積算線量計を使用して測定した放射線量の結果とその感想について、お子
さんに発表していただきました。その後、保護者からは「年間に換算して1ミリシー
ベルトに達していなくて良かった」「仙台と福島で数字上の違いは感じられなかっ
た」などの感想がありました。発表内容を受け、講師からは「機会を見て電子式積
算線量計やガラスバッジ、ホールボディーカウンターで放射線量を確認し、子ども
たちが大きくなったときに体が受けた放射線量をしっかりと説明できるようにして
おくことが重要」との講話がありました。

　医療生協わたり病院医師の齋籐紀（おさむ）
さんが、保護者を対象に講演しました。保護
者からは、「福島で生活することに安心した」
「10年、20年後も放射性物質が検出されない
事実を示し続けていくことの意味を見い出せ
た気がする」といった感想をいただきました。
　一方、お子さんは「放射線のような目では
見えないエネルギー」に関する理科実験に挑戦。
講師の佐瀬先生、丸山先生などと一緒に霧箱に
より放射線を見る実験、花こう岩や化学肥料
などが放つ放射線の測定、放射線を遮るため
の仕組みに続き、果物や炭を使った電池作り
を通し自然エネルギーについて学びました。体験したお子さんからは「果物や飲
み物からエネルギーを作れるのはすごい」「放射線はいろいろなものから出ている
ことに気付いた」などの感想が寄せられました。

▲線量計による測定結果を発表

▲果物を使った電池作り

▲齋籐紀先生による講話

▲霧箱による放射線観察

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26年7月31日現在】　　　　　　
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26年7月31日現在】　　　　　　
　検査対象者284,090人中、検査を受けた107,659人（2回目検査分を含めた延べ人数）全員の預託実効線量（注1）は
1ミリシーベルト未満です。この結果について、市健康管理検討委員会（注2）では「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1）預託実効線量…20歳以上の成人では50年間、20歳未満の子供では70歳までに体内から受けると思われる内部被ばく線量
　（注2）健康管理検討委員会…医師や市放射能対策アドバイザーなどで構成する委員会　

よたくじっこうせんりょう

1回目

2回目

■設置決定済・設置済の仮置場
地区名 現在の作業状況 搬入時期（搬入対象）

搬
入
に
向
け
準
備
中

飯野・立子山 進入路など
造成工事実施中 平成26年 秋（道路）

飯坂①

造成工事実施中

平成26年 秋（道路の一部）

渡利

平成26年 秋（道路・住宅）立子山

中央東②

清水 平成26年 秋
（道路の一部・住宅の一部）

蓬萊 平成27年 秋（道路・住宅）

地区名 現在の作業状況 搬入状況（搬入対象）

除
去
土
壌
搬
入
中

大波

造成完了

搬入完了（道路・住宅）
搬入中（生活圏森林）

東部
搬入中（道路の一部）

信陵
中央東① 搬入中（道路・住宅）
中央西 搬入中（道路の一部）

松川 造成工事実施中
（一部搬入中） 搬入中（道路・住宅）

■協議が進んでいる仮置場
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、杉妻地区

～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れば、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場合に搬入します。



▲パナソニック 植物工場を見学

▲市放射線モニタリングセンターを見学

「食の安全見学ツアー」を開催しました「食の安全見学ツアー」を開催しました
■問い合わせ／生活課消費生活センター　☎ 525-3774■問い合わせ／生活課消費生活センター　☎ 525-3774

　小学5年生～中学3年生の児童生徒とその保護者を対象に「食品工場」と「福島市放射線モニタリングセ
ンター」を見学し、「福島産の食材を使ったランチ」を食べて、食の安全の知識を深めるバスツアーを開催
しました。

第1回　【7月31日（木）】

　パナソニック株式会社　AVCネットワークス社　福島
工場では、精密機械を作るクリーンルームの技術を野菜
作りに応用して、水耕栽培で野菜を作っています。病気
や虫からのリスクを減らし、農薬の使用量を少なくする
ことができることなどの話がありました。

　市放射線モニタリングセンターでは、市場に出回って
いる食材は、食品の放射能検査を受けていること、また、
家庭菜園などで採れた作物や山から採取した山菜などは、
市内28カ所の測定施設を設置していることなどの説明を
受けました。福島市内の企業が製作している「非破壊式放射
能測定装置（丸ごと測定器）」も見学しました。約20分で測
定が終了し食品を持ち帰れると聞き、驚く保護者もいました。

　その後、ホテル福島グリーンパレスで福島産の食材を使った昼食を食べながら、食の安全への取り
組みについて話を聞きました。

▲内池醸造の工場内を見学

▲ホテル辰巳屋にて

第2回　【8月19日（火）】

　内池醸造株式会社では、みそ、しょうゆ工場を見学
しました。同社は遺伝子組み換え作物を使わずに製品
を作っており、また、平成23年3月の東日本大震災以
降は、以前から行っている微生物・化学物質・異物へ
の検査に加えて、放射性物質への対応も必要になった
とのことです。「これからもずっと品質管理への取り
組みを継続して進めていくことが大切」と説明を受け
ました。

　ホテル辰巳屋での、福島産の食材を使った昼食では、
ホテル側から、「日本全国をみても福島は食材の検査体
制が他の地域と比べてしっかりしている」との話があり
ました。
　参加者からは「福島市内で食の安全に取り組む工場へ
親子で行き、地元の企業の取り組みを知ることができた」
「夏休みに楽しく学習できた」などの意見が寄せられ、
好評のうちに終了しました。

※2・※5・※8・※11・※17の地区は、現地測量や除染前の個別打ち合わせを実施中
　　  部分は住宅除染が完了した地区
※1　岡部（国道115号北側）、岡島、本内　※2　鎌田（東部支所管内）
※3　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）
※4　※3を除く東北新幹線以東の中央地区および矢剣町、三河北町、太田町の一部
※5　太田町、須川町、三河南町、野田町（本庁管内）、東中央一丁目、南中央一・四丁目の一部（本庁管内）
※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）
※8　松川町水原　※9　田沢・蓬萊町の一部（市道南町浅川線東側）　※10　蓬萊町一丁目、蓬萊町二丁目　※11　清水町
※12　北沢又、南沢又・御山の一部（松川北側）　※13　森合、泉、南沢又（松川南側）、野田町（清水支所管内）
※14　郷野目・鳥谷野の一部（市道堰ノ上舘線北側）　※15　鳥谷野の一部（市道堰ノ上舘線南側）、太平寺、黒岩、伏拝
※16　本内、丸子（松川北側）、北矢野目、南矢野目　※17　鎌田（北信支所管内）、瀬上町、宮代、下飯坂、沖高　※18　笹谷の一部（飯坂街道東側）　
※19　大笹生、笹谷（飯坂街道西側）

■問い合わせ／除染推進室　☎ 535-1136住宅除染の進捗状況　（平成26年9月1日現在）　

地 区 名 計画件数
（A） 区 　 分 年 　 度 施行件数

（B）
除染完了
（C）

進 捗 率

（B）／（A） （C）／（A）

大　波 470 除染完了 23・24 470 470 100.0％ 100.0％

渡　利 6,100 除染完了 23・24 6,100 6,100 100.0％ 100.0％

東　部 3,235

第1次（山口） 24 854 854

100.0％ 91.7％第2次（※1） 25 2,041 2,014

第3次（※2） 26 340 99

立子山 569 除染完了 24 569 569 100.0％ 100.0％

中　央 11,994

第1次（※3） 24 5,497 5,497

100.0％ 73.5％第2次（※4） 25 3,337 3,119

第3次（※5） 26 3,160 198

飯　野 2,775 除染完了 24 2,775 2,775 100.0％ 100.0％

松　川 5,307

第1次（※6） 24 1,068 1,068

100.0％ 89.6％第2次（※7） 25 3,813 3,628

第3次（※8） 26 426 57

蓬　萊 3,231

第1次（※9） 24 2,246 2,246

100.0％ 95.0％第2次（※10） 25 768 744

第3次（※11） 26 217 79

清　水 11,475

第1次（御山） 24 2,089 2,089

100.0％ 39.1％第2次（※12） 25 3,038 2,393

第3次（※13） 26 6,348 0

杉　妻 4,013
第1次（※14） 25 734 654

100.0％ 16.9％
第2次（※15） 26 3,279 23

北　信 10,674
第1次（※16） 25 4,964 4,051

100.0％ 38.0％
第2次（※17） 26 5,710 0

信　陵 5,284
第1次（※18） 25 1,259 1,162

100.0％ 35.7％
第2次（※19） 26 4,025 725

その他の地区 30,589 － － 0 0 0.0％ 0.0％

合　計 95,716 65,127 40,614 68.0％ 42.4％

　市内の住宅除染は、9月1日までに計40,614件が完了し、先月より1,286件進みました。現在、大波、渡利、立子山、飯野
地区の全域と東部、松川、清水、蓬萊、中央地区の第１次の住宅除染が完了しました。

（単位：件）


