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●生活圏の森林除染を進めています
　住宅除染が終了した地区では、森林周辺の居住者の生活環境における放射線量を低減する観点から、
低減に有効な範囲内で、住宅などに隣接する森林や斜面などの除染を実施しています。

　林縁から20mまでの範囲内で、生活環境にお
ける空間線量率の低減に効果的な範囲を個別の
モニタリングにより確認しながら、除染範囲を決定し、
除染を実施します。

除染の範囲

　土地の所有者や地区の皆さんへ、事前の回覧や
訪問により、作業の概要を説明します。
　後日、個別に除染方法などの打ち合わせを行っ
た上で作業を行います。
　除染前後のモニタリング結果は、その都度お伝
えします。

除染の進め方
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除染後に周辺の森林から放射性物質が流れ込み、再び空間線量率が上昇することはな
いのか。
放射性物質のほとんどが土壌に強く吸着し、森林内にとどまっています。また、必要
に応じて板柵設置などの流入防止策を施しているので、除染後の空間線量率の再上昇
は確認されていません。

除染後、大雨により土砂が流れ出すことはないのか。
表土の安定保護のため、草木などの根を極力残しながら除染を実施しています。
草木などの根を残しているため、除染後に植生が回復し、さらに表土が保護され、
土砂の流出を防止します。

▲表土（残さ）除去作業

※生活圏森林除染でいう「残さ」とは、まだ分解
しきっていない落ち葉などの堆積物のこと。
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1 敷地の測量調査

2 除染前モニタリング

3 下草刈り

4 落葉除去

5 表土（残さ※）除去

6 現場保管

7 除染後モニタリング
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避難先から福島に戻ってきたママ達の居場所…
　ままカフェ＠ふくしまOPENのお知らせ
避難先から福島に戻ってきたママ達の居場所…
　ままカフェ＠ふくしまOPENのお知らせ

■問い合わせ／ふくしま子ども支援センター　☎ 573-0150■問い合わせ／ふくしま子ども支援センター　☎ 573-0150

「ふくしまに戻った時に、さまざまな不安や悩みを
安心して話せる場所があったらいいな」をカタチにしました。

久しぶりの福島での生活のこと…お子さんのこと…ママ自身のこと…
いろいろな思いを安心して話せる場所です。

いつ来ても、いつ帰っても大丈夫。申し込みもいりません。
ママ同士でじっくりお話しをしたり…情報交換をしたり…

のんびりお茶を飲んだり…スタッフとお話ししたり…
ママが自由に過ごせる場所です。

日  時：3月25日（金）午前10時～正午
場  所：市保健福祉センター　3階
　　　  参加費は無料
　　　  ※ドリンクバー（お菓子付）をご利用の方のみ200円がかかります。
　　　  　お菓子飲み物のお持ち込みOKです。
　　　  　お子さんがご一緒の場合、お子さんのお飲み物とお菓子は各自ご準備ください。

詳しくは…ふくしま子ども支援センターのHPをご覧ください。
http：//ccscd.beans-fukushima.or.jp/

4月以降の日程は、お問い合わせください

米や大豆・小豆・そばの吸収抑制対策
■問い合わせ／農政課　☎ 525-3726

　放射性物質の吸収抑制対策により、平成27年産の米や大豆・小豆・そばは全て基準値未満となりました。
平成28年産も安全性確保のため、カリ肥料の散布を実施します。

2月から配布しています。平成28年に作付けされる方で、まだ作付意向調査票を提出
していない方は、至急農業協同組合へ提出してください。
カリ肥料の散布量は20kg ／ 10aです。
※震災以降、初めて作付けする水田は、散布量が変わります。

農業協同組合員の方は、【農業協同組合広報誌4月号】と一緒に作付意向調査票を送付
します。組合員でない方は、農政課で配布しますので連絡してください。
なお、えだ豆（未成熟豆）で消費する場合は対象外となります。

〈ふくしま子ども支援センターは、福島県の委託を受けてNPO法人ビーンズふくしまが運営しています。〉

今年も
実施します

。

生活圏森林除染の進捗状況（平成28年2月1日現在）� 【単位：ha】

地　区　名 計画面積 完了面積 進　捗　率
大波 54.0 37.6 69.6 %
渡利 188.0 153.2 81.5 %

立子山 104.0 38.6 37.1 %
松川 258.5 50.4 19.5 %
蓬萊 60.0 18.6 31.0 %
飯野 170.5 51.2 30.0 %
東部 104.4 10.8 10.3 %
信陵 78.0 0.0 0.0 %
杉妻 39.0 0.0 0.0 %
飯坂 117.0 0.0 0.0 %
吾妻 105.3 0.0 0.0 %
信夫 66.8 0.0 0.0 %
西 19.5 0.0 0.0 %

中央・清水 31.0 0.0 0.0 %
合計 1,396.0 360.4 25.8 %

※生活圏森林の面積が小さい地区は、隣接する地区と合わせて実施する予定です。



「食品に関するリスクコミュニケーション」
～食品中の放射性物質に対する取組について～が開催されました
「食品に関するリスクコミュニケーション」

～食品中の放射性物質に対する取組について～が開催されました
■問い合わせ／消費生活センター　☎ 525-3774■問い合わせ／消費生活センター　☎ 525-3774

　原発事故から間もなく5年が経過する現在、食品に
よる内部被ばくなどについて理解を深めるために、
子育て世代や栄養士・保育士などを対象とした「食品に
関するリスクコミュニケーション」が消費者庁などの主
催、福島県・福島市共催で1月14日に開催されました。
　まず始めに自然科学研究機構の佐瀬卓也さんが基調
講演し、「放射線のみが突出して身体に悪影響をもた
らすわけではなく、自然界にあるさまざまな有害要因
の総合的な低減が必要である」とのお話がありました。
　次に市保健体育課の担当者から、学校給食で使用
される食材に対する市の取り組みについて情報を

提供し、「一般に流通している食材よりもさらに厳しくチェックしている現状」を報告しました。
　意見交換では、佐瀬さん、農林水産省などの職員も参加者と一緒に輪の中に入り、意見を出し合いました。
自家消費野菜や採取した山菜・きのこなど旬の食品を食べることについての意見には、「放射性物質をきちんと
測ってから食べてほしい」との話がありました。今後は、放射線に対する問題を風化させないよう、「福島だけ
ではなく、全国に伝えていくのが重要であること」を参加者全員が確認し合いました。

▲全員が輪になって活発な意見交換が行なわれました

福島市農産物安全・安心発信事業
「秋のふくしま路と復興応援ツアー」を開催
福島市農産物安全・安心発信事業
「秋のふくしま路と復興応援ツアー」を開催

■問い合わせ／市民活動支援課　☎ 525-3739■問い合わせ／市民活動支援課　☎ 525-3739

▲飯坂町でのリンゴ収穫体験

▲JAの矢野目モニタリングセンターを視察

　この事業は、首都圏の皆さんに福島市が震災から復興に
取り組む姿を直接見てもらい、正しい現状を理解していただ
くことが目的です。また、福島市産の果物や野菜の安全性と
おいしさを体験することで、市の魅力を広く発信するために
実施しました。
　今回は、福島市の交流都市である東京都荒川区から、32人
のシルバー大学「自然と小さな旅」の皆さんを福島市に招き、
飯坂温泉観光協会が実施している「くだものの木オーナー
制度」を活用したリンゴ収穫体験やジャム作り、果樹共選場
やモニタリングセンターの視察を通して食の安全確保への
取り組みについて理解を深めていただきました。

　参加者からは「今回のツアーを通して福島の農産
物の安全性を実感できた」との感想が出されたほか、
JA新ふくしま農産物直売所“ここら矢野目店”では、
新鮮な野菜や果物を多数お買い求めいただきまし
た。福島市の農産物の安全・安心とおいしさが広く
荒川区の皆さまに広がることを期待しています。

平成27年11月24・25日
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仮置場の設置状況（平成28年2月1日現在）仮置場の設置状況（平成28年2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28年2月1日現在）　

地 区 名 計画件数
（A） 年 　 度 除染完了

（B）
進 捗 率

（B）／（A）

大　波 470 23・24 470 100％

渡　利 6,105 23・24 6,105 100％

東　部 3,400 24・25・26 3,400 100％

立子山 570 24 570 100％

中　央 11,531 24・25・26 11,531 100％

飯　野 2,779 24 2,779 100％

松　川 5,178 24・25・26 5,178 100％

蓬　萊 3,197 24・25・26 3,197 100％

清　水 10,907 24・25・26 10,907 100％

杉　妻 4,082 25・26 4,082 100％

北　信 9,866 25・26 9,866 100％

信　陵 4,918 25・26 4,918 100％

飯坂・茂庭 7,452 27 6,427 86.2％

吾妻 8,574 27 6,241 72.8％

吉井田 3,499 27 3,184 91.0％

信夫 7,668 27 5,820 75.9％

西・土湯温泉町 2,008 27 1,538 76.6％

合　計 92,204 86,213 93.5％

　市内の住宅除染は、平成28年2月1日までに計86,213件が完了し、先月より1,481件進み、進捗率は93.5％
です。住宅除染の早期完了を目指して、引き続き地域の方々に寄り添った丁寧な除染に努めながら取り組みま
すので、ご理解とご協力をお願いします。

（単位：件）

　 部分は住宅除染が完了した地区

■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

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 搬入中 （道路・住宅）

中央西 道路の一部 搬入完了

清水① 道路・住宅・
生活圏森林 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・
生活圏森林 搬入中

蓬萊 道路・住宅・
生活圏森林 搬入中 （道路のみ）

■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

清水② 道路・住宅・
生活圏森林 平成28年 春

■協議を進めている仮置場
地元と設置に向けた協議をしている地区

吾妻、飯坂②、杉妻、信陵②③、北信①②③④、東部②、吉井田、西

～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ると、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。


