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●北信地区に新たな仮置場を設置

仮置場の設置状況（平成28年12月1日現在）仮置場の設置状況（平成28年12月1日現在）

　新たに北信地区で3カ所目・4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28カ所にな
りました。
　新たな仮置場の設置により、北信地区内全ての道路・側溝
の除染で生じる除去土壌と、一部の宅地などに現場保管を
している除去土壌を仮置場で保管できる見通しとなりました。
新たな仮置場には平成29年の夏ごろから道路・側溝の除染で
生じる除去土壌の一部を搬入開始する予定です。

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目安として表したもの
で、埋設箇所を正確に示した図面ではありません。
　新築・増改築や土地の造成などに伴い、埋設箇所の確
認が必要な場合には、必ず除染推進室にお問い合わせく
ださい。

仮置場の確保を推進します
　市では、市民の皆さんとの対話を第一に、各地区の地
域除染等対策委員会や地元関係者の皆さんなどにご協
力をいただきながら、市内全域での現場保管解消と道
路除染実施の加速化を図るため、仮置場の設置に全力
で取り組んでいます。
　住宅除染による除去土壌の現場保管を継続いただいて
いる地区においては、仮置場への受け入れ準備が整うまで
の間、引き続き現場保管にご理解とご協力をお願いします。

▲造成工事が進む仮置場

■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・生活圏森林 搬入完了（道路）
搬入中（住宅）

渡利 道路・住宅 搬入完了（道路）
搬入中（住宅）

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
清水② 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・住宅）

北信① 道路の一部 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
信陵② 住宅 平成29年 1月
信陵③ 住宅 平成29年 春ごろ
飯坂② 道路・住宅・生活圏森林 平成29年 春ごろ
東部② 住宅 平成30年 冬ごろ
北信② 道路・住宅の各一部 平成29年 夏ごろ
吉井田 道路 平成29年 春ごろ
信夫① 道路・住宅・生活圏森林の各一部 平成29年 夏ごろ
信夫② 道路・住宅・生活圏森林の各一部 平成29年 夏ごろ

土湯温泉町 道路 平成29年 夏ごろ
西① 道路・住宅・生活圏森林 平成29年 夏ごろ
西② 道路・住宅・生活圏森林 平成29年 夏ごろ

北信③ 道路・住宅の各一部 平成29年 夏ごろ
北信④ 道路・住宅の各一部 平成29年 夏ごろ

■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、信夫③④⑤
※掲載以外の地区においても仮置場候補地の選定を進めています

■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。



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」を開催しました。
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」を開催しました。

■問い合わせ／定住交流課　☎ 525-3739■問い合わせ／定住交流課　☎ 525-3739

▲リンゴ収穫体験（飯坂町）

▲JAふくしま未来矢野目モニタリングセンター視察（北矢野目）

　この事業の目的は、本市が震災から復興に取り組む姿を直接見聞き
してもらい、正しい現状を理解していただくことです。本市産の果物の
安全性とおいしさを体験してもらい、本市の魅力を広く発信するために
平成26年度から実施し、今年で3年目となります。

　福島市の友好都市である東京都荒川区から、シルバー大学「社会科見
学教室」のメンバー29人の皆さんが来福。リンゴの収穫やジャム作り
を体験していただきました。また、JAふくしま未来の矢野目モニタリ
ングセンターの視察を通して本市農作物の安全確保への取り組みと、
福島の現状について理解を深めていただきました。

　参加者からは「モニタリングも確実にされていて、安心しました」
との感想が出されたほか、JAふくしま未来農産物直売所“ここら
矢野目店”では、新鮮な野菜を中心に本市農産物を多数お買い求
めいただきました。本市農産物の安全・安心、そしておいしさが
広く荒川区の皆さまに広がることを期待しています。

期日：平成28年11月24日（木）～25日（金）

預託実効線量（注1）は、受検者145,484人全員が1ミリシーベルト未満となっています。
　（注１）　預託実効線量とは、成人では50年間、子どもでは70歳までに体内から受ける内部被ばく線量のことです。

検査結果の概要
検査結果

市健康管理検討委員会では、以上の結果について「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２）　市健康管理検討委員会とは、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です。

市健康管理検討委員会（注2）による見解

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28年9月30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28年9月30日現在】　　　　　　 ■問い合わせ／放射線健康管理課　☎ 525-7681■問い合わせ／放射線健康管理課　☎ 525-7681

検査実施状況

年齢区分
※1

検査
対象者数
（人）

※2

検査人数（人）※3
9月検査 8月検査 累　計

再検査※4 再検査※4 再検査※4
10歳未満 21,884 888 0 99 0 18,190 36
10歳代 27,229 486 0 161 1 55,535 249
20歳代 27,915 36 0 66 0 12,120 59
30歳代 33,108 65 0 71 0 10,805 46

40歳以上 173,687 342 2 485 0 46,151 462
計 283,823 1,817 2 882 1 142,801 852

その他　※5 　 28 0 3 0 1,512 5
ひらた中央病院 　 1 1 1,171

合　　計 283,823 1,846 2 886 1 145,484 857
※1　年齢区分の基準日は、平成28年3月31日現在　　※2　検査対象者数は、平成28年3月31日の住民基本台帳人口
※3　検査人数は、2回目以降の検査も含む延べ人数。その他、ひらた中央病院の受検者を除く142,801人の内、受検者実人員数は98,670人
　　  （検査対象人数283,823人に対し受検率34.8％）。複数回受検者（18歳以下の3回目、再検査など）は、44,131人。
※4　放射性セシウムが検出された方を対象に再検査を実施（希望者のみ）。再検査の人数は延べ人数の内数。
※5　避難区域内の市町村からの避難者など市に住民登録がない方


