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●東部地区に新たな仮置場を設置
　新たに、東部地区で2カ所目となる仮置場の設置が決まりました。これにより、市内の仮置場は19カ所
となりました。
　新たな仮置場の設置により、東部地区においては、宅地などに現場保管をしている除去土壌と、道路・
側溝の除染で生じる除去土壌を全て仮置場で保管できる見通しです。

仮置場設置までの流れ

市内各地区で仮置場の設置を
進めています

▲地区の除染等対策委員会

　市民の皆さんとの対話を第一に、地域除染等対策
委員会や町内会の皆さんと、市の情報や地元の情報を
基に協議し、市が候補地の所有者や周辺住民、関係
団体などに仮置場の必要
性や安全性、管理につい
て丁寧に説明を重ね、ご
理解をいただいた上で、
設置を決定します。

仮置場の安全管理

▲除去土壌の搬入が完了した仮置場

　国が設置する中間貯蔵施設へ搬出できるようになる
まで除去土壌を仮置場で適切に保管します。
　保管中は、市が定期的
に空間線量率や地下水の
モニタリングを行うなど、
安全対策を十分に講じま
す。なお、仮置場から中
間貯蔵施設への輸送は、
国が行います。

除去土壌を埋設保管している方への
お知らせ

除去土壌を埋設保管している方への
お知らせ

　住宅除染の終了後に「住居等の放射線量モニタリン
グ票」を送付していますが、票に記載の除去土壌の
保管位置は、モニタリングの測定場所を表したもの
であり、埋設箇所を正確に示した図面ではありません。
　土地の造成などに伴い、埋設箇所の確認が必要
な場合は、除染推進室にお問い合わせください。
　引き続き、仮置場への受け入れ準備が整うまでの間、
除去土壌の現場保管にご理解とご協力をお願いします。

仮置場の設置状況（平成28年7月1日現在）仮置場の設置状況（平成28年7月1日現在）
■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・住宅 搬入中（道路）
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
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）
清水② 道路・住宅・生活圏森林 搬入中（道路）
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）

■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

杉妻、北信②③④、吉井田、西

■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
信陵② 住宅 平成28年 冬頃
信陵③ 住宅 平成28年 冬頃
飯坂② 道路・住宅・生活圏森林 平成29年 春頃
北信① 道路の一部 平成28年 8月末頃
東部② 住宅 平成30年 春頃

■地域の仮々置場
（仮置場ができるまでの間、町会単位で暫定的に設置する保管形態）

地区名 搬入する除去土壌の種類 現在の状況
蓬萊A 道路・住宅 搬入完了
蓬萊B 道路・住宅 搬入完了

立子山A 道路・住宅 搬入完了
飯野A 道路・住宅・生活圏森林 搬入中
飯野B 住宅・生活圏森林 搬入中
飯野C 住宅・生活圏森林 工事中
飯野D 住宅・生活圏森林 工事中
飯野E 住宅・生活圏森林 設置に向けて協議中
杉妻A 道路の一部 設置に向けて協議中

～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られます。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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流通外食品の放射能測定結果をお知らせします
■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

平成24～27年度における出荷販売を目的としない市民の皆さんの持ち込み
による食品の放射能測定結果は、以下のとおりです。
平成24～27年度における出荷販売を目的としない市民の皆さんの持ち込み
による食品の放射能測定結果は、以下のとおりです。

2 平成27年度の測定で、「基準値を超えた食品」の内訳は、以下のとおりです。平成27年度の測定で、「基準値を超えた食品」の内訳は、以下のとおりです。

きのこ類 324件
（36%）

栗などの木の実
67件（7%）

山菜類 360件
（39%）

魚・肉（イノシシなど）
93件（10%）

乾物・干物（乾燥キノコなど）
8件（1%）

その他 60件（7%）

【表1】 平成24年度
①

平成25年度 平成26年度 平成27年度
②

平成24年度と平成27年度の比較
件数

②－①
減少率

（②－①）/①

測定件数 （A） 30,732 21,614 21,287 16,645 △ 14,087 △ 45.8

検出件数 （B）※1 8,255 4,612 3,942 2,630 △ 5,625 △ 68.1

うち基準値超過数※2 2,016 1,058 1,139 912 △ 1,104 △ 54.8
※1　検出件数：放射能が検出された件数。
※2　基準値超過数：一般食品の場合、100ベクレル/キログラムを超過して放射能が検出された件数。

測定品目 測定件数 基準値超過数
飲料水 191 0 
お茶 8 0 
農作物 15,097 762 

内
　
　
　
訳

古米 103 1 
新米 107 0 
葉物野菜 917 0 
根菜類 2,200 0 
豆類 796 0 
栗などの木の実 546 67 
ゆずなどの果物 3,798 6 
その他の野菜類 2,920 4 
山菜類 3,078 360 
きのこ類 632 324 

食品（加工品など） 1,183 113 

内
　
　
　
訳

魚・肉（イノシシなど） 416 93 
乾物・干物（乾燥キノコなど） 441 8 
漬物 46 5 
梅加工品 103 0 
果実酒など 7 0 
その他 170 7 

その他（灰汁抜き用灰など） 166 37 
総合計 16,645 912

【平成27年度の状況】
１．測定件数：16,645件
　　　○平成24年度と比べ45.8％減少。

２．検出状況
　　⑴検出件数：2,630件
　　　○測定の結果、15.8％が検出。
　　　　約85％の食品が不検出です。
　　⑵基準値超過数：912件
　　　○平成24年度と比べ54.8％減少。

＊山で採取した「山菜類」、「きのこ類」、「栗などの
木の実」、などの食品は、基準値を超える場合があり
ます。放射能測定を行い、安全を確認した上で、
お召し上がりください。

＊食品の放射能測定をご希望される場合は、最寄りの
測定所をご紹介します。

　環境課 放射線モニタリングセンターへ
　（☎ 024－525－3210）お問い合わせください。
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食品等放射能測定結果 【グラフ1】

【グラフ2】基準値超過件数の内訳【表2】


