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福島市

編集発行

●住宅除染の流れについて（その3）
　～「除染後測定（モニタリング）」「除去土壌搬出」～

除染後のモニタリングを実施し、結果を速報値としてお渡しします。

除染後のモニタリングは、除染前
のモニタリングと同じ箇所、高さ
で実施します。

⑤除染後測定（モニタリング）

参考①

測定点全ての詳細な結果は、後日
郵送によりあらためてお知らせし
ます。

参考②

Q

A

Q

A

Q

A

Q&A

平成27年度新たに除染を実施して
いる地区では、平成27年9月1日
現在、個別打ち合わせが15,089件
（約47.9％）終了しています。

平成27年8月中に、新たに北信12
工区の除染が完了しました。

着実に住宅除染を進めています

個別
打ち合わせ

進捗状況
しん ちょく

除染後のモニタリング

仮置場や中間貯蔵施設などへの除去土壌の搬入が可能にな
り次第、ご自宅の敷地内に保管（現場保管）されている除去
土壌を搬出します。

除去土壌の搬出を行う際には、事前に搬出時期などを個別
に連絡します。

⑥除去土壌搬出

参考①

搬出前に保管場所の空間線量率
を測定してから、除去土壌を搬
出します。搬出後は、汚染され
ていない土壌で埋め戻し、整地
後に再度同じ場所の空間線量率
を測定します。

参考② 除去土壌の搬出

2015

10月号

敷地内で地上保管している除去土壌の
シートが損傷している。

現場保管では、耐久性に優れた材質の保護シー
トや土のう袋を使用していますが、不具合を発
見した場合には、新しいシートなどに取り替え
ますので、除染推進室に連絡してください。

除去土壌を早く自宅から搬出してほしい。

現場保管されている除去土壌の搬出に向けて、
市内全ての地区で仮置場の設置を進めてい
ます。まだ搬出が始まっていない地区は、
当面の間、現場保管にご理解とご協力をお
願いします。

除去土壌の搬出作業に着手した場合、どのくら
いの期間がかかるのか。

規模や保管方法により異なりますが、1戸当たり
2～6日程度を予定しています。

除去土壌の搬出予定時期をお知らせしています除去土壌の搬出予定時期をお知らせしています

▲発注工区ごとの搬出予定時期の地図

　現場保管されている除去土壌の搬出を行っている地区では、工区ごと
の搬出予定時期（発注件数、進捗状況など）を記載した地図を、対象地区
の皆さんに定期的に回覧でお知らせしています。

　最寄りの支所や市役所1階エントランスの除染情報センターにも、搬出
予定時期の地図を備え付けていますので、お気軽にお立ち寄りください。
　また、市ホームページでも、搬出予定時期の地図をご覧いただけます。

福島市　除去土壌　搬出 検 索

食品等の放射能測定をご利用ください
■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

流通品外の作物など

　市では、下表の20カ所の測定所で出荷・販売を目的としない食品等の放射能測定を実施しています。平成
25年10月から測定検体を返却できる「非破壊式放射能測定装置（丸ごと測定器）」を導入しています。ぜひ、
放射能測定を利用してください。

【測定所および予約電話番号一覧】
地区 測定所 予約電話番号 地区 測定所 予約電話番号

本庁
　放射線モニタリングセンター 080-5737-1507 西 　西支所・学習センター 080-5737-1498
※産業交流プラザ 080-5737-1481 土湯温泉町 　土湯温泉町支所 080-5737-1499

渡利 　渡利学習センター 080-5737-1486 信陵 　信陵支所・学習センター 080-5737-1500
杉妻 　杉妻支所 080-5737-1487 立子山 　立子山支所 080-5737-1501
蓬萊 　蓬萊支所・学習センター分館 080-5737-1489 飯坂 　飯坂支所・学習センター 080-5737-1502
清水 　清水学習センター 080-5737-1491 茂庭 　茂庭出張所 080-5737-1510

東部
　東部支所・もちずり学習センター 080-5737-1493 松川 　松川支所・学習センター 080-5737-1503
　大波出張所 080-5737-1494 信夫 　信夫支所・学習センター 080-5737-1505

北信 　北信支所・学習センター 080-5737-1495 吾妻 　吾妻支所・学習センター 080-5737-1506
吉井田 　吉井田支所・学習センター 080-5737-1497 飯野 　飯野支所 080-5737-1508
※産業交流プラザは、食品などを切り刻んで測定する「きざむ測定」のみになります。他の測定所は双方の測定に対応します。

◆申し込み方法／上表の測定所で月～土曜日（祝日、12月29日～1月3日を除く）の
午前9時～午後5時まで電話で受け付けしています。※予約制です。

◆測定品目など／家庭菜園や自家農園などの農作物、その他の食品（飲料水は除く）
※1回の申し込みに付き、1検体に限ります。

◆持込方法（丸ごと測定の場合）／土などを十分に水洗いした食品、原形の状態で0.7～3㎏を準備の上、
指定された日時に持参してください。

◆測定時間（丸ごと測定の場合）／1検体あたり15分程度
◆測定結果／測定終了後、その場で測定結果をお知らせします。

※お預かりする検体や当日の予約状況により、時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◆その他／放射能測定に関する詳細は、環境課放射線モニタリングセンターにお問い合わせください。
※昨年度の測定実績では、きのこ類の基準値超過検出率が48.3％になっています。
　ぜひ、放射能測定を利用してください。

【平成26年9～11月の主な測定実績】

測定品目 測定件数 検出件数 基準値
超過数

基準値
超過品の割合
（％）

検出件数中の
放射性セシウム（Bq/kg）
最大値 平均値

＊きのこ類 574 450 277 48.3 44,593 1,474

　クリ 377 166 31 8.2 1,897 86 

＊ユズ 218 85 7 3.2 742 55 

　銀杏 76 31 2 2.6 134 38 

　大豆 90 16 2 2.2 207 50 

　くるみ 57 30 1 1.8 220 47 

　カキ 1,483 82 1 0.1 133 32 
※一般食品の放射性物質の基準値は、「100Bq/kg」です。
　また、測定品目のうち＊印が付いている品目は、現在出荷制限の対象になっています。



▲内池醸造の工場内を見学

▲ホテル福島グリーンパレスにて

▲環境課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年生までの児童生徒とその保護者の皆さんを対象に「内池醸造株式会社」と「環境課
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。

　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
を作っています。また、微生物・化学物質・異物への
検査は以前から行っていましたが、東日本大震災以降
は、放射性物質への対応も必要になりました。「これ
からも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。参加者は、最初は透明
な液体が半年をかけてしょうゆに変わっていく工程を
興味深く見学していました。

　環境課放射線モニタリングセンターでは、市場に
流通している食品は、放射性物質測定を受けている
こと、また、家庭菜園で採れた作物や山から採取し
た山菜などは、市内20カ所の施設で測定を受けられ
ることの説明を受けました。また、バスの車中では、
食品中の添加物や残留農薬、市産農産物の安心・安全
への取り組みを紹介するDVDを見て、食の安全につ
いて理解を深めました。

▲ホテル辰巳屋にて

　ホテル福島グリーンパレス（8月19日）とホテル辰巳屋
（8月21日）では福島産の食材を使った昼食を食べなが
ら、ホテルから食の安全に対する取り組みと、メニュー
の説明を聞きました。モンドセレクション2015金賞を
受賞した「ふくしまの水」も一緒に味わい、福島市の食の
安全を、さらに実感することができました。

　参加者からは「普段行くことが難しい工場へ親子で
行くことができた」「地元の企業の取り組みを知ることが
できて有益だった」「今まで不安を感じていたが福島の
食材が安全であることが分かった」などの感想が寄せら
れました。

第1回　8月19日（水） 第2回　8月21日（金）

仮置場の設置状況（平成27年9月1日現在）仮置場の設置状況（平成27年9月1日現在）

■問い合わせ／除染推進室　☎ 535-1136住宅除染の進捗状況　（平成27年9月1日現在）　

地 区 名
計画件数
（A）

区 　 分 年 　 度
発注件数
（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％ 100％

渡　利 6,105 除染完了 23・24 6,105 6,105 100％ 100％

東　部 3,400 除染完了 24・25・26 3,400 3,400 100％ 100％

立子山 570 除染完了 24 570 570 100％ 100％

中　央 11,868
第1・2次 24・25 8,708 8,708

100％ 97.2％
第3次（※1） 26 3,160 2,822

飯　野 2,779 除染完了 24 2,779 2,779 100％ 100％

松　川 5,178 除染完了 24・25・26 5,178 5,178 100％ 100％

蓬　萊 3,197 除染完了 24・25・26 3,197 3,197 100％ 100％

清　水 11,271
第1・2次 24・25 4,923 4,923

100％ 96.6％
第3次（※2） 26 6,348 5,964

杉　妻 3,933 除染完了 25・26 3,933 3,933 100％ 100％

北　信 10,300
第1次 25 4,590 4,590

100％ 95.3％
第2次（※3） 26 5,710 5,230

信　陵 4,918 除染完了 25・26 4,918 4,918 100％ 100％

飯坂・茂庭 8,661 全域 27 8,661 2,387 100％ 27.6％

吾妻 8,668 全域 27 8,668 1,351 100％ 15.6％

吉井田 3,813 全域 27 3,813 1,255 100％ 32.9％

信夫 7,685 全域 27 7,685 1,078 100％ 14.0％
西・土湯温泉町 2,695 全域 27 2,695 164 100％ 6.1％

合　計 95,511 95,511 69,022 100％ 72.3％

　市内の住宅除染は、9月1日までに計69,022件が完了し、先月より2,330件進みました。現在、大波・渡利・東部・
立子山・飯野・松川・蓬萊・杉妻・信陵地区の全域と、中央・清水地区の第1次と第2次、北信地区の第1次の住宅
除染が完了しています。

（単位：件）

　　  部分は住宅除染が完了した地区
※1　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）
※2　森合、泉、南沢又（松川南側）、野田町（清水支所管内）
※3　鎌田（北信支所管内）、瀬上町、宮代、下飯坂、沖高

■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 （道路のみ）

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・
生活圏森林の一部 搬入中 （道路・住宅）

中央西 道路の一部 搬入完了

清水① 道路の一部
住宅の一部 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 搬入中

■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

蓬萊 道路・住宅 平成27年 秋

■協議を進めている仮置場
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、信陵②③、北信、清水②、東部②

～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後、搬入します。
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